
医学博士村田幸生xみやぎの仕掛け人

口=

むらちゃんの

ラジオ土樋クリニック
むらた日帰IJ外科手術·WOCクリニック
院長の村田先生とアシスタントナース青木朋子が、

宮城で熱く活動をしている方をゲストに迎えて
話を1司うトーク番組。
●放送日/1st·3rd(土）9:0 0-9:30 
●再放送/2nd·4th(土） 9:00-9:30 

宮城で熱く活動している方を
募集しています。

業種は問いません。自匹 、 他薦も問
いません。皆さまの 情報、 ご連絡をお
待ちしております。

お問い合わせ

762@radio3.jp 
「むらちゃんのラジオ土樋クリニック」宛

むらちゃんのラジオ土樋クリニック

宮城で熱く活動をしている方をゲストに迎え 、 むら
ちゃんこと村田先生とアシスクントナ ース青木朋子
がゲストの活動やこれまでのスト ーリ ー を紐解いて
いくラジオ3のプログラム「むらちゃんのラジオ土樋
クリニック」。クイムテ ー プルでは「初っ話（しよっば
な）」と題し、出演していただいたゲストと番組内容
をダイジェストで紹介していきます1
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ー 株式会社TESS 鈴木堅之さん

「足こぎ車いす『COGY』を世界へ発信する」

足こぎ車いす C O G Y( コギ ー）の普及に
力を入れている株式会社TESS (テス）。
人間の反射の行動を利用した車いすで 、

動かすことができなくなった足でも自力
でこぐことができるよう設計されているそ
う。鈴木さんは教員として慟いていた経歴
を持ちつつもCOGY開発者の半田先生と
の出会いをきっかけに車いすの世界へ。元々は宮沢賢治が大好きで童話作家を
目指していた時期もあるのだとか。むらちゃんから「今後の展望は？」との質問
に、 「動かなくなった足を自分で動かすという新たな技術を宮城から世界に発信
していきたい」と意気込む鈴木さんでした。

＊足でこぐ車いすCOGY(コギー）の試乗体験は、仙台駅近くの本社事務所でできます。
詳しくはホームペ ー ジhttp: 1/www.h-tess.comをチェック！

わたさわ まこと

ー ワ ールドベイクドチ ー ズケ ー キ渡沢真さん

「チ ー ズの本場ヘチ ー ズケ ー キを広めたい」

太白区富沢にある「ワ ールドペイクドチ ーズケー

キ」は世界10か国のチ ーズを使用したチ ーズ
ケ ー キを販売しています。元々はIT企業で慟
い ていた渡沢さん。多忙を極める中で家族との
時間を大切にしたいと起業することを決意。夫
婦共々チ ーズ好きだったこともあり、チーズケー

キ屋を開業することに。渡沢さん夫婦は本場の
チ ーズケ ー キを食べようとイタリアヘ赴いた際、
イタリアにチ ーズケー キが存在しないことに驚
きましたが、 自分たちでチーズケー キを作り 、 現地の方へ提供して大変喜ばれた
とのこと。むらちゃんが今後の夢についてお聞きしたところ、「各種チ ーズ味の
チ ーズケー キを本場へ広め ていきたい」と渡沢さん。仙台発のチ ーズケ ー キを世
界中で味わってもらいたいですね。

＊詳しい情報については「ワ ールドベイクドチ ーズケ ー キ」で検索！

むらた日帰り外科手術·WOCクリニック
〒982-0007仙台市太白区あすと長町1丁目2-1

仙台長町メディカルプラザ2F

TEL022-395-8614 
www.murata-higaerigeka.com/ 

s:30-12:30 
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むらちゃんの

ラジオ土樋クリニック
むらた日帰•J外科手術·woeクリニック
院長の村田先生とアシスタントナース青木朋子が、

宮城で熱く活動をしている方をゲストに迎えて
話を1司うト ーク番組。
●放送日/1st-3rd(土） 9:00-9:30 
●再放送/2nd·4th(土）9:00-9:30 

宮城で熱く活動している方を

募集しています。

業種は問いません。自薦、 他薦も問
いません。皆さまの情報、 ご連絡をお
待ちしております。

お問い合わせ

762@radio3.Jp 
「むらちゃんのラジオ土樋クリニック」宛

むらちゃんのラジオ土樋クリニック

宮城で熱く活動をしている方をゲストに迎え 、 むら
ちゃんこと村田先生とアシスタントナ ース青木朋子
がゲストの活動やこれまでのスト ー リ ー を紐解いて
いくラジオ3のプログラム「むらちゃんのラジオ土樋
クリニック」。タイムテ ー ブルでは『初っ話（しよっぱ
な）』と題し、 出演していただいたゲストと番組内容
をダイジェストで紹介していきます！

もうり ちかふさ

ー 株式会社仙台秋保醸造pfi毛利親房さん

宮城の食を応援するワイナリーとして
太白区秋保に平成27年12月にオ ープンした仙台
秋保醸造所が運営する秋保ワイナリー。代表の毛
利さんは元々設計事務所へ勤めていましたが、 東
8本大震災を契機に秋保ワイナリーの事業を展
開することに。元々お酒が弱い体質という毛利さ
んですが 、 様々なワイナリー を調ぺるうちに、 ワイ
ナリーはその土地の産業、 行政との結びつきが非
常に強く 、 ワイナリー を軸に産業の復興

、 発展に 一;i-. :) 

協力ができるのではないかと考えるようになったとのことoぶどうの植樹に参加した
こともあるむらちゃんが今後の夢について聞〈と、 「まずはワイナリー にレストランを
併設させたいですね。そこで地元のワインと地元の食事のマリアー ジュ（結婚）を体
験してもらいたいですね」と毛利さん。その他にもワインイペントや、 宮城の食を応援
するツアー を企画したい、 など 、 そのアイディアは尽きない。今後の毛利さんの動き
には大注目です。

・が最新情報は「秋保ワイナリー 」で検紫I
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Lily'� 氾咆？翌莉々紀子訊
「人と言葉をつなぐお手伝い」である

通訳をより身近に
仙台市を拠点に通訳・翻訳・語学支援の活動をし
ているlily's Tran Support代表・莉々紀子さん。
莉々さんは海外留学経験無しで国内にて独学で
通訳者となりました。海外経験がないということ
が 、 逆に訛りのない綺麗な発音に繋がっていると
のことで、 お客様からは評判が良いのだと力'o医
学部時代、英·独•仏語を学んでいたむらちゃんで
すが、 莉々さんが英語での専門用語まで勉強して
いると111lいて感心しきり。様々な場面で活躍される莉々さんは通訳の他にも 、 日本の
文化を広めるための活動や、 宮城県赤十字血液センターの献血アンバサダー も務め
ており 、 イペント等でお会いできる機会もありそう。通訳を利用する際は、 一対ーの
商談からでも気軽にお声がけくださいとのこと。今後は若年層への育成にも力を入
れていきたいと語る莉々さんでした。

＊詳しい情報はホ ー ムペ ー ジ(https:/twww.lilys-transupport.jp/)をチェJクI

むらた日帰り外科手術 ·WOCクリニックTEL.022-395-8614

8:30~12:301 I診．窟径（そけい）ヘルニア=I· 下肢絹脈阻 ・ 痔

目 ·WOCクリニック ・訪問栄養食



医学博士村田幸生x ""0

むらちゃんの初っ話
宮城で熱く活動をしている方をゲストに迎え 、 むら
ちゃんこと村田先生とアシスタント•青木朋子がゲ
ストの活動やこれまでのストーリー を紐解いていく
ラジオ3のプログラム「むらちゃんの初っ話」。番組
との連動企画として 、 出演していただいたゲストと
番組内容をダイジェストで紹介していきます！

｀

 

むらちゃんの初っ話
むらた日慌IJ外科手術·WOCクリニック
院長の村田先生とアシスタント・青木朋子が、

宮城で熱く活動をしている方をゲストに迎えて
話を伺うトーク番組。

●放送日/1st·3rd(土） 9:00-9:30 
●再放送/2nd·4th(土）9:00-9:30 

宮城で熱く活動している方を

募集しています。

業種は問 い ま せ ん 。自蕨 、 他薦も
問いません。皆さまの情報、 ご連絡を
お待ちしております。

お問い合わせ

762@radio3.JP 
「むらちゃん の初っ話」宛

冒
ち ば ひろし

千の森千葉浩さん

自然体で生きる … "自然人"を増やしたい

名取にある体験型農園「だて〈ふぁ～む」
と 、 岩沼にある「えんがわカフェ ・ ショップ
どんぐり」を運営 している千葉さんは 、 自分
の素のままで楽に生きる“ 自然人

＂

を増や
す 、 ということをモット ー に活動していま
す。元教員で現在は起業している千葉さん
と 、 元勤務医で現在開業医、 自らを “自由
人＂ と呼ぶむらちゃんは 、 どちらも同年代で
独立、 土いじりが好き、 石巻に縁があると
いった共通点も。
「だてくふぁ～む」は 5月-11月まで、 年間13回の活動がありますが 、1回からでも参加
でき、 道具などは全部揃っているので、 果物狩りに行くような感覚で一般の方も気軽
に参加できるそう。普段デスクワ ークばかりという参加者の方からは「腐こりが治りま
した！」とおっしゃっていただいたことも。種を蒔いたり収穫したりという自然に触れる
体験を通してあなたもリフレッシュしてみては？

＊詳しい情報は「遊・食・学干の森」で検素
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璽：I 義々温泉六代目竹内宏之さん

新緑の季節は蔵王の自然がおすすめ

宮城蔵王エコ ーラインの中腹に位置する ... 
義々温泉で旅館を営む竹内さん。昭和初期
には湯治場として親しまれていた我々温泉
にはむらちゃんも小さい頃おじいちゃんお
ばあちゃんに連れられ1か月ほど滞在してい
たことがあるそう。子供時代の竹内さんは
そんなお客さんがお孫さんと宿に来るのを
楽しみにしながら 、 いつか自分が旅館を継
ぐというのが自然な環境の中で育ちました。
これから新緑の季節を迎えますが、竹内さん曰く 、 山に力が みなぎる5月末-6月頃の
蔵王が一番おすすめで、 芽吹いたばかりのかわいらしい黄緑色の葉っばをカメラに収
めるのがお好きとのこと。日本三大胃腸病の名湯、 そして美肌の湯と言われている戟々
温泉は飲泉可能で整腸作用があります。心身ともに癒されたい、という方は自然豊か
な戟々温泉のお湯をゆっ〈り堪能してみてください。

＊詳しい情報は「我々温泉」で検索

むらた日帰り外科手術·WOCクリニック
〒982-0007宮城県仙台市太白区あすと長町1丁目2-1仙台長町メディカルプラザ2階

［声;:悶品��,)�
ルニア

問金曜のみ（手術l I 8:00~ 22:00 目 ·WOCクリ-ック ・ 訪問栄蓑食事相駿



医学博士村田幸生xみやぎの仕掛け人

むらちゃんの初っ話
むらた日帰り外科手術·WOCクリニック
院長の村田先生とアシスタント・青木朋子が、

宮城で熱く活勁をしている方をゲストに迎えて
話を伺うト ーク番組。

●放送日/1st·3rd(土） 9:00-9:30 
●再放送/2nd·4th(土） 9:00-9:30 

宮城で熱く活動している方を

募集しています。

業種は問 いません。自薦、 他薦も
問いません。皆さまの情報、 ご連絡を
お待ちしております。

お問い合わせ

762@radio3.jp 
「むらちゃんの初っ話」宛

むらちゃんの初っ話
宮城で熱く活動をしている方をゲストに迎え 、 むら
ちゃんこと村田先生とアシスタント ・ 青木朋子がゲ
ストの活動やこれまでのスト ー リ ー を紐解いていく
ラジオ3のプログラム「むらちゃんの初っ話」 。 番組
との連動企画として 、 出演していただいたゲストと
番組内容をダイジェストで紹介していきますI

ー ドッグケアぷらな喜羞千賀さん

犬との触れ合いで癒されて ・ ・ ・ ドッグマッサ ー ジのお店

子供の頃から犬を飼っていた吾妻さんが「ドッグアジ
リティ競技」に出会って10数年。関東でこの競技に参
加している ‘‘スポーツドッグ＂は当然のようにドッグマッ
サージを受け ているのに、 仙台には専門のお店がな
か ったことから、 自らオー プンしました。飼い主と二人
三脚で障害物コ ースを駆け抜けるドッグアジリティ。こ
の競技に向いているというトイプードルを3頭飼ってい
るむらちゃんも興味津々。マッサージを受けると血流
やリンパの流れが良くなり 、 翌8の元気の良さを実感できるそう。また 、 震災後ポラン
ティアで被災犬のケアも行っていた吾妻さんが強くおす すめしていたのが、 8 頃から
犬用キャリ ーパッグに入ることに慣れさせておくこと。避難所にも行きやすいし狭いと
ころに入れられてもストレスを感じにくいそう。家でできるマッサージとして、 毛並みに
沿って僅し〈全身を撫でてあげてください、とのアドパイスも。犬も気持ち良くなり人間
も癒されて眠くなってしまうと力沿愛犬家の方はぜひお試しを！

＊詳しい情報はFacebookページ「ドッグケアぷらなJで検索

爬虫類Shop&Cafeジュラの杜

ー 伊藤渓登さん佐藤志穂さん

キュ ー トな爬虫類に囲まれたコ ー ヒ ー タイムを

2017年1月 、 宮城野区出花にオープンした東北初の 一.,

爬虫類カフェで、 スッポンモドキ（アルピノ）を目の前
にしながらの出張録音。店内には所狭しと動物たち 一

』

のケージが並びます。幼少の頃恐竜が好きだったとい
う伊藤さんは、野生に近い環境にしているとかっこい
い姿に育っていく爬虫類にだんだん惹かれるようにな
り 、 ペット専門学校の同級生だった佐藤さんと、 念願
の専門店をオープンしました。「爬虫類の具合が悪く
なったら飼い主がそれに気付くことはできるんですか？」と、 普段“人間”を診ているむ
らちゃん。「外から見てわかるほどだと野生で暮らしている場合すぐ敵に狙われるの
で、 ギリギリまで隠している 」そう。しかしプロである伊藤さんは

“目 ＂を見ればなんとな
く弱っているかどうかがわかるとのこと。爬虫類をモチ ーフにしたユニー クなメニュー

が並ぶカフェでお茶を楽しむも良し、 ふれあいコ ー ナーでお気 に入りのコと遊んでみ
るも良し、 あなたを癒してくれる新しいペット候補が見つかるかもしれません。

＊詳しい情報はホ ー ムページをチェックhttp://www.juramori.com/

むらた日帰り外科手術 ·WOCクリニック
〒982-0007宮城県仙台市太白区あすと長町1丁目2-1仙台長町メディカルプラザ2階

診午前（手術） 8:30-12:30 診．鼠径（そけい）ヘルニア
：戸三月 ・下肢静脈塩 ・ 痔

間金躍のみ（手術） 18:00-22:00. 目 ·WOCクリニック ・ 訪問栄養食事相談
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