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＜2014～2015年度ＲＩ＞  会 長  ゲイリーC．K ホァン（黄其光） 

＜第 2700地区＞           ガバナー  熊澤 淨一 

＜苅田ロータリークラブ＞  会 長：壁屋 好惠 

副会長：杉坂 正徳 

幹 事：丸山 謙一 

ＳＡＡ：高城 直紀 

会報委員長：角田 成弘 

＜2700地区テーマ＞ 

『あたたかき心を常に抱いて』 

 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『なでしこの力で広げる 

ロータリーの輪』 

 

例会予定 

4 月９日→１０日（金）謝億榮氏歓迎会  

夜間例会 18:30～  スカイホテル苅田 

4 月 16日（木）クラブ協議会 

4 月 23日（木）会報雑誌委員会 

4 月 30日（木）休会 

5 月 7日（木）地区研修協議会報告 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

六義園（りくぎえん）枝垂桜   2015.3.30 撮影鈴木公利 

■地区・第１G・行事予定 

4月 2日（木） 40周年記念事業委員会 18:30～   

4月 11日／12日 地区大会 

 12日 受付 8:30～9:30 開会点鐘 9:30～ 

4月 17日（金） 第一グループ会長幹事会 

4月 25日（土） 地区研修・協議会  13：00～17：45 

■ＩＡＣ   

4月 29日（祝） インターアクト年次大会 10：00～ 

 

＜第 1854回例会＞ 

 

IAC 台湾研修報告会 白川雄大君 

http://kanda-rc.rid2700/
mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1853回 例会記録（2015年 3月 26日＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

 皆様こんにちは、本

日の卓話は会長をお受

けする事が決まってか

ら、是非にとお願いして

いました、当クラブ名誉

会員：金亨燮先生です。

九州工業大学 大学院

研究員機械知能工学系（知能制御）工学教室 

教授博士です。 

 金先生は、日本、アメリカと特許を取られてま

す。私は、どのような研究をされているのか、講

義を 1 度受けたいと思ってました。高卒の私は

九州工業大学大学院での受講は無理とあきら

めてましたが、一昨年北九州市主催で北九州

イノベ－ションセンタ－で、一年間に日本の 5

名の研究者の講演が有り（1回 50名限定）その

中の 1 名に入れてもらうことが出来ました。 

第 1 回が金先生で、経時差分画像を活用し

た診断支援技術の開発。ＣＴ画像から正常部

分を引き算する事で、病巣の可能性のある異

常陰影を発見する。過去と現在のＣＴ画像を比

べ正常部分を引き算して消去することで、異常

陰影だけが強調表示される。 

詳しい内容は時間の関係でかつあいします。

2 回目以降の講演は、東大、京大、阪大の教

授の方々でした。 

 金先生は、7 月 1 日からハ－バ－ド大学に、

客員教授として共同研究に行かれてました。

脳・肺癌。また、別の癌（大腸癌？）研究内容

のお話が聞かれるのではと、卓話が楽しみで

す。お忙しい中有難うございます。どうぞ宜しく

お願いいたします。 

 

幹事報告    幹事  丸山 謙一 

・4 月分の会費引き落としは、月会費と記念事業積立

代で、通常の金額です。 

・苅田町町民会議の委員は、昨年度に引き続き角田

会員にお願いしました。 

・4 月 12 日 米山記念奨学生謝億榮君のご苦労さん

会を 17:00 より小倉リーセントホテルで開催致します。

是非 皆さん出席をお願いします。 

委員会報告 

 親睦活動委員会 委員長   高橋 功吉 

・忘年親睦旅行を 5 月 21 日（木）の

例会変更として 5 月 24 日（日曜日）

～25 日（月曜日）別府に 1 泊を計画

しています。参加費（旅行費）は、一

人２０，０００円を予定しています。 

 

出席委員会    委員長  原田 雄幸 

3 月 26 日 会員数 35 名：出席者 30 名 

 修正出席率 86％  

メークアップ 

3 月 30 日  ＲＩ第 1～３ゾーン会員基盤向上セミナー 

 

 40周年実行委員会 総務委員長  鈴木 公利 

・40 周年記念事業の各運営委員長

は、予算案と行程表を 4 月 2 週まで

に提出をお願い致します。 

 

≪RI 第 1 第 2 第 3 ゾーン会員基盤向上セミナー≫ 

 

                    

 

 

撮影者 次年度拡大・会員増強副委員長 鈴木公利 



卓話 

2014年 7月 1日～9月 30日（3カ月間） 

ハーバード大学マサチューセッツ総合病院（ＭＧＨ） 

アメリカ滞在記 

昨年７月から９月ま

での３カ月間アメリカ

に滞在し、移民国家と

して成長し続けるアメリ

カ社会を、一端をじっ

くり観察する事ができ

ました。 

昨今の日本国内において、留学生の減少

が問題視されています。世界中の留学生の２

割弱を受け入れているアメリカで、近年唯一学

生が減り続いている国が日本であることは、よ

く知られています。グローバル社会における留

学背の減少はハングリー精神や競争意識の低

下に繋がることから、決して良いことではありま

せん。社会全体からの問題意識の向上により、

高校生や大学生を海外に送り込むための施

策が打ち出され、少しずつではありましが、改

善の兆しが見えているものの、近隣諸国に比

べ、ほど遠い状況にあることには変わりありま

せん。 

ハーバードと MIT は地下鉄で１駅だけ離れ

ていて、両校の学生が双方に刺激を与えなが

ら切磋琢磨している姿を目の当たりにしました。

また、学生ベンチャーにも積極的な学生の情

熱を感じ、日本とは異なる大学文化の一端を

勉強させてもらいました。 

３カ月の短い期間でしたが、滞在中は英語

によるコミュニケーションの重要さ、移民社会が

抱える問題点なども再認識する良い機会でし

た。 

 

 

次年度 幹事     屏 正隆 

地区研修・協議会登録申込者 

4 月 25 日（土） 13:00～17:45   アクロス福岡 

地区国際奉仕委員長 片岡 孝市 

地区拡大・会員増強副委員長 鈴木 公利 

 

むつみ会発足 

苅田ロータリークラブ創立 40 周

年記念式典において令夫人のご

協力を頂きたく考えております。

式典まではおよそ 1 年間という期

間はありますが、この度お集まり

いただいて、お食事をしながら顔

合わせを開きたく考えています。 

日時：4 月 22 日（水） 12:30～14:00 スカイホテル苅田 

部   門 次期 役職名 氏   名  備 考 

会 長・幹 事 会  長 杉坂 正徳   

 幹  事 屏 正隆   

拡大会員増強 クラブ奉仕担当理事 國永 修一   

 会員増強委員長 原  公克  
(幾田さん 

の代理） 

広 報・会 報 広報・ＩＴ委員長 井手口貞治   

 会報・雑誌委員長 青木 政憲   

職業奉仕 職業奉仕委員長 原田 雄幸  
(官見さん 

の代理） 

Ｒ情報 ロータリー情報委員長 壁屋 好惠   

社 会 奉 仕 社会奉仕委員長 角田 成弘   

青少年奉仕 青少年奉仕委員長 高城 雅春   

 ローターアクト委員長     

 インターアクト委員長 高橋 功吉   

 ＲＹＬＡ青少年育成委員長     

 国際青少年交換委員長     

 危機管理委員長     

米山記念奨学 米山記念奨学委員長 丸山 謙一   

Ｒ財団 ロータリー財団委員長 渡邊 和義   

国際社会奉仕 国際社会奉仕（ICS）委員長 田辺 浩爾   



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

壁屋 好惠  金先生、卓話ありがとうございました。 

丸山 謙一  金先生、卓話ありがとうございました。 

前田 頴子  金名誉会員、ハーバード大学での研究、体験の卓話ありがとうございました。 

松田 博文  金先生、卓話ありがとうございました。 

鈴木 公利  長女の大学の卒業式に行ってきました。3年前に長男、31年前に私と同じキャンパスで

卒業したと思うと感激無量でした。 

屏  正隆  4月 22日 むつみ会発足の顔合わせ懇談会に多く参加して頂けます様、ご協力よろしく

お願いいたします。 

國永 修一  欠席が続きました。 

山口 勝弘  第一グループゴルフコンペでグランドシニアで優勝しました。 

高橋 功吉  金先生、有難うございました。 

 

集計 12,000円    累計 823,060円 

 

 

４つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1）真実かどうか      

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

4）みんなのためになるかどうか  

 

 
 

豊 前 Ｒ Ｃ 4 月 23 日→夜間例会「つつじ鑑賞

会」 

            ４月 30 日→休会  

 

行橋みやこＲ Ｃ 4 月 29 日→休会（法定休日） 

 

豊 前 西 Ｒ Ｃ 4 月 24 日→23 日（木） 

            豊前ＲＣと合同例会「つつじ鑑賞会」 

             

田 川 Ｒ Ｃ 4 月 29 日→休会 

            5 月 6 日→休会 

 

 

週報担当委員 

角田成弘 片岡孝市 官見敦司 高城雅春 竹部武男 

 

 

 

近隣クラブ例会曜日 

 

 月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

 

 

【本日の昼食】 

☆ クリームコロッケと海鮮包み揚げ 

☆ 牛肉のトマト煮込み 

☆ 大根なます 

☆ 地鶏タタキ 

☆ リンゴゼリー 

☆ ご飯・味噌汁・珈琲 

 

   スカイホテル苅田 

 


