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Be a gift to the world     ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

〔創  立〕 １９６４年３月２日   〔例会日〕 毎・金曜日１２時３０分   〔例会場〕 オークラ千葉ホテル 

〔会  長〕 伊藤 和夫      〔幹  事〕 石井 慎一          〔会報委員長〕 廻 辰一郎       

〔事務局〕 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階  （☎０４３-２４５-３２０４） 

 

２０１５-２０１６年度 

第２５２２回 
平成２７年１２月４日（金）点鐘１２：３０ ≪ ≫ 

＊国歌斉唱    『君が代』 

＊ロータリーソング『奉仕の理想』      
＊四つのテスト ～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 

＊＊＊ お客様紹介                 

本日は、いらっしゃいませんでした。 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

◆12月2 日（水）に吉田会員と寺澤会員が、メニュードナ

ー午餐会に出席されました。東京港区のお台場のグラン

パシフィックホテルで、ロータリー財団資金コーディネー

タ主催の午餐会でした。 

◆会員増強に貢献されたということで、ＲＩから塩谷会員

にスポンサーバッチ―シルバーが届きました。どうもおめ

でとうございました。会員増強、引き続き宜しくお願いい

たします。 

◆理事会報告 

１．入会候補者の件 今年の 6 月までおいでになった

鮫島さんですが、体調を崩されて退会されたのですが、

ここにきて体調が回復されたということで、私から何度も

お願いをしまして、1 月から再入会していただくことになり

ました。それから、松浦会員が寒川支店から花園支店に

転勤になりました。引き続き後任の方をお願いしたところ、

後任として猪野支店長様の入会が理事会で承認されま

した。 

２．国際大会の件ですが、ソウルに行っていただける

方が 23 名。大変大勢参加していただけることになりまし

た。東仁川ロータリークラブと合同例会を企画しておりま

す。グローバル資金の寄付金で、当クラブから寄付した

先を訪問したいということで計画しております。吉田さん、

斎藤さんがなんとか費用を安くしようと色々やっていただ 

 

いておりますが、さきほど理事会で、行っていただける方

に、クラブから特別資金援助をしようという意見が理事の

方からございまして、一人当たり、４万円を資金援助する

ことが決まりました。行かれない方は本当に残念ですが、

国際大会が、こんな近くで開催されることはなかなかな

いものですから、行かれる方は本当にご苦労様です。 

◆地区委員への推薦という件について、今年度は、北

原会員が会員増強の地区委員長、植松さんが奉仕プロ

ジェクト委員会の社会奉仕委員ということで活躍されてい

ます。その他、三神会員が青少年奉仕の地区の委員を

やっています。次年度、三神さんには、引き続き青少年

奉仕委員会の委員をやっていただくことになっていま

す。 

◆ロータリーの特別月間についてですが、今月は「疾病

予防・治療の月間」となりますので、疾病予防と治療月間

に関わるお話を少しさせていただきます。皆さんの健康

に少しでも役立てばと思っています。以前にも皆さんに

少しお話ししたかもしれませんが、足の裏にはたくさんツ

ボがあります。その中で、今日は目の疲れ、肩こりを少し

でも楽になるツボの話です。手の指で言うところの人差し

指（第２趾）と中指（第 3 趾）の付け根あたりを、自分の親

指で押していただくと、目の疲れ、肩こり等に聞くというこ

とです。右足は左目、左足は右目に効きます。これは、

誰か相手のいる方ですと、足を延ばして押してもらうと言

い訳ですが、実は一人でもできます。 

ということで、健康についてのお話をさせていただきま

した。以上です。 

 

＊＊＊年次総会                 

千葉南ロータリークラブ細則第４条 1 節により、２０１６-

２０１７年度の役員及び理事について審議が行われ、細

則第 3 条第 2 節により過半数を得て原案どおり当クラブ

の次年度理事 15 名、役員 7 名が承認されました。 

＊＊＊ 幹事報告         石井 慎一幹事    

１． ロータリーの財団ニュースが届いておりますのでご

覧ください。 

２． 松戸東ロータリークラブから、パストガバナーの石井

亮太郎氏の奥さまの訃報のご連絡がございました。 

 



＊＊＊ １２月度会員誕生日祝い、結婚記念日祝い   

≪誕生日≫  
清水清子・斎藤昌雄・向後保雄・三神秀樹 
劉 亜斌・北原俊彦・伊藤和夫    

≪結婚記念日≫ 
江沢一男・伊藤和夫・植松省自・岡田勝利 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

今年もあと１カ月を切りました。風も冷たくなり、寒くな

ってきましたので、皆様、体調には十分お気を付け下さ

い。劉さん、今日は卓話を宜しくお願いします。 

 

 

＊＊＊出席報告 (会員数５２名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

   演  題⇒ 「自己紹介」

               卓話者⇒ 劉 亜斌」 

 

私の出身は中国の大連市です。

1968 年 12 月生まれで今年 47 歳に

なります。子供の頃の夢は物理学者

になりたかったのですが、結局、医

者の道を歩みました。1992 年に中国

医科大学（元の満州医科大学）を卒業してから、大連医

科大学で助手として 2 年半位勤務をしました。1994 年に、

当時、千葉大学医学部付属病院の里村洋一教授が大

連医科大学を訪問され「医療情報」についての講演をさ

れました。それにより、私は、私にとって初めての分野で

ある「医療情報 Medical Innformation」を知ることになり、

大変興味を持ったわけです。 

一人一人の患者さんを診るより、医療情報技術によっ

て、もっと広い範囲で医療を支えること、多くの患者さん

に役立つことができるということは、大変素晴らしいことだ

と思いました。また、当時、IT 技術自体が中国では新し

いことであり、医療への応用はまだまだ始まったばかりで

した。もともと理科が好きであった私は、その最新の医療

情報技術を学ぶために、日本へ留学することを決意い

たしました。1996 年より千葉大学大学院の里村教授の

元で医療情報学の勉強を始めました。2001 年に卒業し

医学博士号を取得しました。 

私とロータリークラブとのご縁は、留学中の 2000 年度

に米山奨学生として、千葉南ロータリークラブにお世話

になったことがきっかけになります。 

 大学院卒業後、私は「財団法人医療情報システム開

発センター」に就職をしました。そこは厚労省と通産省所

属の財団であり、医療情報分野の纏め役の組織でした。

具体的には業界の標準作りと普及、そして国のプロジェ

クトの管理と推進を行う機構です。私はそこで、医療品と

医療マスク等いくつかの業界標準の作成を担当しました。

また、介護保険の認定システム、感染症対策システム、

ゲノムデータベース等の国家レベルのプロジェクトを担

当してきた訳です。 

 しかしながらお役所という組織に限界を感じて、2004

年に中央システム技研という民間会社に転職をいたしま

した。そこで海外事業部の担当となり、ビジネスについて

色々学びました。2006 年に会社を辞めて「龍健信株式

会社」を東京で創立いたしました。医療情報分野の製品

開発と販売、医療品情報提供、日中間の医療関連コン

サル等のビジネスを展開しています。2008 年に中国でも

「北京和立健信技術有限公司を創立し、中国で医療 IT

関連、特に眼科システムの開発と販売、医療機器の販

売等のビジネス展開をスタートしました。 

 このように現在は、日本と中国両方で、医療関係のビ

ジネスを行っており、毎月半々で日本と中国の行き来を

しております。 

また、ビジネス以外にも研究教育も継続しており、現

在、東京大学大学院医学系研究科臨床疫学システム学

講座の研究員、千葉大学医学部付属病院・国際医療セ

ンター客員准教授、日本医薬品安全性研究ユニットの

研究員を兼務しております。他方、中国・上海交通大学

衛生政策と医療管理研究所デジタル医療研究センター

副センター長も兼務しております。 

この度、皆さんのご好意で、千葉南ロータリークラブに

入会することができて大変喜んでおります。皆さんに恩

返しするチャンスをいただけましたので、本当に感謝して

おります。また、ロータリアンの 1 人として、世界中の人に

支援できることも大変意味があると思っております。最後

に、弊社の理念である「For Better Health」で、多くの

人に、より良い健康のために。医療情報面でも、人道的

奉仕でも、微力でも貢献できるよう努力したいと考えてお

ります。ありがとうございました。 

★ロータリー特別月間「疾病予防と治療月間」に当たり、 

医学博士・劉亜斌先生、有難うございました。 

第２５２３回例会 

日 時⇒ 平成２７年１２月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『未定』 

卓話者⇒  国立大学法人千葉大学 ESD 

         コーディネーター 永井 籌子様 

 

＜会報当番：北田 城児会員＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 160,000 円

金の箱 520 円 累計 12,013 円

出席者数３５ 欠席者数１７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ０ 修正出席率７１．１６ ％

千葉ＲＣ 月 12/14・12/28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/22・12/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/22・12/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 12/16・12/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/17・12/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/24・12/31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


