
項番 月日 卓話者 役職等 タイトル 紹介者

1 7月3日
会長、副会長、会長エレ
クト、幹事、会計

新年度挨拶

2 7月10日
職業、社会、国際、青少
年、SAA、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 新年度挨拶

3 7月17日
出席、職分・会選、会
報、親睦、雑誌会員増
強

新年度挨拶

4 7月24日
広報・IT、R情報・研修、
R財団、米山、戦略、40
周年

新年度挨拶

5 8月1日 野村　弘樹
元 横浜ベイスターズ投手
現 野球解説者

我が野球人生～球道即人道～　 佐藤　勝彦

6 8月8日 近藤　裕之
㈱システムシーツー
一級建築士

世界の美港都市横浜をめざして 天野　公史

7 8月15日 休会

8 8月22日 秋山　幸子
オフィス秋山・秋山総合心理研究所
代表取締役

経営者のためのメンタルヘルス問題 佐藤　勝彦

9 8月29日 夜間例会

10 9月5日 佐藤　佳一 地区ローターアクト委員長 ローターアクトについて 友添　辰哉

11 9月12日 内田　正太郎
横浜市水道局　鶴見・神奈川地域ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
お客様　係長

横浜水道の歴史と震災対策 月山　勇

12 9月19日 浦上　厚 元厚生労働省　麻薬取締官 現代の薬物事情について 赤堀　和人

13 9月26日 かしわ　哲
NPO法人ハイテンション
代表

障がい者のライブパフォーマンス推進 白鳥　厚夫

14 10月3日 大野清一 第2590地区ガバナー ガバナー公式訪問

15 10月10日 岡野　正純 孝道教団　統理 孝道山の社会福祉活動 佐藤　勝彦

16 10月17日 桑原　薫
地区ロータリー情報
広報IT委員長

職業奉仕とロータリーの綱領 角田　伯雄

17 10月24日 渡邊　一美
元日本タイトリスト社長
特定非営利活動法人　理事長

日本人とゴルフ 佐藤　勝彦

18 10月31日 夜間例会

19 11月7日 細谷　理 テニスショップ　オンコートラケット代表 ストリンガーとは 佐藤　勝彦

20 11月14日 藤代　哲夫 横浜市会議員 横浜における臨海部のまちづくり 朝日　達夫

21 11月21日 夜間例会 優良職場訪問

22 11月28日 轟　淳次
三和矢崎サービス株式会社
代表取締役　会長

グローバル補助金の解説 赤堀　和人

23 12月5日 大峯　麻友
元　宝塚歌劇団
宙組初代組長

宝塚歌劇100年の歩み 佐藤　勝彦

24 12月12日 玄　秀盛
公益社団法人 日本駆け込み寺
代表

どんな過去でもやり直しはきく 白鳥　厚夫

25 12月19日 大橋　恵子
司法書士法人大橋恵子＆パートナーズ
代表社員

エンディングノート活用術
～10人の具体的活用例から～

佐藤　勝彦

26 12月26日
移動例会

(26日→23日)
年忘れ家族会

27 1月2日 休会

28 1月9日
会長、副会長、

幹事、会計
新年挨拶

29 1月16日 三遊亭好太郎 落語～笑う門には福来る～ 佐藤　勝彦

30 1月23日 川村　丈夫
元・横浜ベイスターズ投手
現・横浜DeNAベイスターズ投手コーチ

昨シーズンを振り返って
今シーズンに向けて

佐藤　勝彦

31 1月30日 休会

32 2月6日 夜間例会
神奈川・神奈川東RC合同賀詞交歓

会

33 2月13日 多賀　健治
横浜エンジニアリング株式会社
代表取締役

小惑星探査機「はやぶさ2」宇宙への旅 佐藤　勝彦

34 2月20日 今泉　マユ子
株式会社オフィスRM
代表取締役

安心のために備蓄を！
防災食のポイントとコツ

佐藤　勝彦

35 2月27日 吉原　晴彦 神奈川消防署署長 横浜市地震防災戦略 小池 將夫

36 3月6日 石川　正三 株式会社アルプ　代表取締役
テレビが始まった頃の放送ウラ話

<パート2>
佐藤　勝彦

37 3月13日
加野　亮一

岡部　雄一郎
㈱アドフィールド加野登記測量事務所　代表取締役
㈱鳶工業岡部　代表取締役

イニシエーションスピーチ 佐藤　勝彦

38 3月20日 伊東　淳子 ㈱伊東工務店　代表取締役社長
ゴッホが心酔した浮世絵

-ゴッホコレクション-
佐藤　勝彦

39 3月27日 石塚　美和 一般社団法人 日本生活問題研究所
日本生活問題研究所と昨今の

情勢について
矢野　修二

40 4月3日 古澤　一憲
ジブラルタ生命保険㈱
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

イニシエーションスピーチ 佐藤　勝彦

41 4月10日 奈良原　裕 菊名記念病院 心臓血管外科
足の血管のふくらみ

〜下肢静脈瘤〜
山本　登

42 4月17日 比留川　知子 横浜銀行　新子安支店　支店長 相続対策「上手な遺言の作成方法は？」
～知ってトクする遺言の活用～

飯田　泰之

43 4月24日 ビルグーン モンゴルからの留学生 未来へ日本と共に 青柳　紀

44 5月1日 休会

45 5月8日 内海　邦一 放送作家
テレビのおもて話、ウラ話

+ちょっぴり福祉の話
矢野　修二

46 5月15日 茅原 郁生 拓殖大学名誉教授
中国で進められている反汚職腐敗闘争は成功
するか？・・・・『蝿も、虎も同時に同時に叩く』

の実情
金森　欣一

47 5月22日
移動例会

(22日→24日)
春の家族会

48 5月29日 夜間例会

49 6月5日 豊田　直之 冒険写真家
神奈川の水物語

水と環境を思いやる暮らし
天野　公史

50 6月12日 矢野　修二 国際大会を楽しもう。そして国際奉仕


