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2日

会員数 63 名

対象者 63 名 出席者

36(36) 名

出席率 57.14 %

前々回 10 月

6日

会員数 63 名

対象者 63 名 出席者

40(40) 名

出席率 63.49 %

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

2名

計

42 名

修正率

日 10 月

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

66.67 %

保定市となりました。2019 年に鉄道横断大橋（全長
495m、幅 39.7m、重量８万ｔ）が完成し橋梁架設史上、
重さ・スパン・ジョイント直径の世界最大を更新。橋の
下は道路ではなく２１本の鉄道線が通過します（写真）。
また、保定市は 1991 年鳥取県米子市、1994 年愛媛県西
条市と友好都市を結んでいます。日本で神奈川県のよう
な「県」は、中国では市町村より小さい集落を意味する
ため、母国の人には、省、市、県の違いから説明しない
と「馬さん、ずいぶん小さいところに住んでますね」と
誤解されてしまいます。
そして保定市の名物は「ロバ肉バーガー」、とても美味
しいです。ロバ肉は豚肉より薄味で牛肉より高価です。
地域によってバンズの形が、丸か四角があり、どちらが
正しいか意見が分かれます。私は地元の丸い方が美味し
くて正解、と思っています。

本日の卓話者ご紹介
米山奨学生
馬 躍航さん

卓話
「私・ロボット国境を越えて」
米山奨学生
馬 躍航
こんにちは。馬躍航と申します。今年４月から米山奨
学生として平塚ロータリークラブの例会に出席し、10/16
の地区大会では新世代交流会にも参加し、国境を越えた
交流で皆と仲良くなりました。
現在、厚木市にある東京工芸大学大学院博士後期課程の
３年生です。日本在住 11 年半、高校卒業後の 2011 年 4
月に母国を離れ日本に来ました。東日本大震災の翌月で、
地震は怖かったものの度々の弱い地震ですぐに慣れまし
た。
本日は 3 つのテーマ、私の故郷、ロボット、米山奨学
生、について話します。
私の故郷は中国河北省保定市です。「河北省」の面積
は日本の 1/2、人口が日本の約 1/2 で鉄鋼生産ランキング
世界１位です。近年は鉄鋼より電気・太陽光エネルギー
など環境関連へ事業転換が進み「空」がとても綺麗にな
りました。「保定市」の面積は神奈川県の 9 倍で、北京
から 140 ㎞あり、歴史は西暦 960 年に始まり 1948 年に

次にロボット研究についてです。例えばサッカーロボ
ットの場合、複数のセンサーを使い深層学習（ディープ
ラーニング）を用いて周囲の変化を瞬時に検知し、さら
に、複数のロボットを統合し、対象物が敵か味方か、そ
の位置や向き、動きを同時認識して自立的に行動します。
また、ヒトと同じく重要な部分だけに注力して認識でき
るか、を研究します。ほかにも迷路探索ロボットなど競
技は多数あり、ロボットコンテストは重要な意味があり
研究開発の促進や成果の普及に繋がります。2014 年〜
毎年、マイクロマウスの運営を手伝い、東日本大会、全
国学生大会、全日本マイクロマウス大会ほか、ロボフェ
スなどにも携わります。中国大会では観光を含めて大成
功し皆に喜んでもらえました。将来は国際的なロボット
コンテストを応援し各国若者の交流の場を作り、世界平
和を実現したいと思います。
最後にロータリーの皆様、米山奨学金をありがとうご
ざいます。この 5 か月間で米山奨学生や米山学友とも仲
良くなり各国文化交流がうまくいっています。文化が違
っても共通部分が見つかるとと
ても嬉しいものです。ローター
アクトのボランティア活動にお
いても自分の力が役に立ち社会
に少しでも還元できれば、と思
います。今夏、人生初めての花
火大会や大事な思い出が作れた
事を感謝しています。有難うご
ざいました。
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卓話者ご紹介

馬 躍航（ま やくこう）様
生年月日：1991.12.15
家族構成：父、母、ネコ 18 歳→本名 dudu どうどう、ニッ
クネームは母命名の馬躍海ヤクカイ、長寿でも健康
出身地：中国河北省保定市
経 歴：
2018 年 東京工芸大学 工学部 卒業
2020 年 東京工芸大学 大学院 工学研究科 修士課程卒業
2023 年 東京工芸大学 大学院 工業研究科 博士課程卒業予定
現在は博士課程 3 年生
趣味：DIY、風景写真、自転車、折り紙
特技：自作パソコン（ゲーミング PC からサーバーまで）、
パルクール

10月24日の世界ポリオデーに向けて、
会場をEND POLIOの旗で飾り、募金をお願いしました。

地区大会
国際ロータリー第2780地区
2022〜2023年度
地区大会
会 期：2022年10月15日（土）・16日（日）
会 場：レンブラントホテル東京町田
相模原市民会館
ホスト：津久井中央ロータリークラブ
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委員会報告
◯会員研修委員会 飯塚委員長
11/10(木)午後6時半より第一回新会員研修セミナーを
商工会議所2階の会議室で開催いたします。対象は入会
3年未満の会員となりますが、それ以前の方でも参加で
きます。今回は質疑応答形式で行いますので、
日頃の疑問
点がありましたらどんどんご質問願います。セミナー後は
懇親会を行います。多くのご参加をお願い致します。
地区委員会報告
◯地区米山奨学委員会 米山委員
先日の地区大会では学友会主催のお茶ブースに皆様が
お立ち寄り下さり、たくさんのスマイルのご協力をありが
とうございました。
また、9/25に予定しておりました米山
学友クリーンキャペーンが11/5(土)に延期が確定いたし
ました。平塚海岸で開催いたしますので、お時間がある方
は是非お立ち寄りください。

スマイル大賞
7月〜9月のスマイル大賞の発表
スマイルボックス委員会 宮下委員長
第3380回 9/15
清水孝一 会員 結婚記念祝い
ガマン＝思いやり 42年間アッという間でしたが、これ
からもいたわりあって過ごします。
第3382回 9/29
平井敬規 会員 結婚記念祝い
結婚して８年になりました。苦労かけた妻を労い８回目
の新婚旅行を宮下さんに段取りしてもらいました。行っ
てきます。定成さん、渋谷さん平塚ＲＣへ、ようこそい
らっしゃいました。卓話お願いします。
今日、娘が教員採用試験に合格しました。春から「先生」
です。期待をこめてスマイルです。

幹事報告
◎10月15日・16日の二日間、第2780地区大会が相模原
市民会館で開催されました。
多くの会員に出席頂き無事に開催することが出来まし
た。ご出席されました会員の皆様、ご協力ありがとう
ございました。
また、その際に平塚RCは2件の表彰を頂きました。1件
は21-22年度ロータリー賞、そして21-22年度米山記念
奨学会寄付優秀クラブ第4位の表彰となりました。
◎世界ポリオデーが10/24に開催されます。
昨年は8グループでバスジャックという形で大きく活動
いたしました。
例年はいろいろなイベントの中で募金活動が行えまし
たが、今年度まだ状況が良くないので、本日は各テー
ブルに募金箱を置いて、皆さんにご協力をお願いした
く思います。
今週のお祝い
誕生日祝い・・・無し
結婚祝い ・・・高橋賢二会員
メークアップ（MUP)

2名

三荒弘道会員、米山俊二会員
本日のスマイル

14名

ゲスト

1名

米山奨学生

馬躍航さん
0名

ビジター
卓話・行事予定
10月27日(木)
11月03日(木)
11月10日(木)
11月17日(木)

奈良県立郡山高校 教師 坊 佳紀様
祝日休会
平塚青年会議所 理事長 花田慎介様
長期計画委員会 清水裕委員長

市内例会変更
スマイル大賞を宮下委員長より受け取られた
清水孝一会員(左)と平井会員(右)
クラブ会報・
Ｉ
Ｔ委員会

◎ 相山洋明

現在ございません
○ 鈴木成一

米山範明

市川雅範

