
平成27-28年（2015-2016）　神奈川東RC卓話リスト

項番 月日 大ﾀｲﾄﾙ 卓話者１ 役職等 紹介者

1 7月3日 新年度挨拶 会長、副会長、会長エレク
ト、幹事、会計

2 7月10日 新年度挨拶 職分・会選、国際、青少年、
SAA、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、広報・IT

3 7月17日 新年度挨拶
職業、出席、会報、親睦、雑
誌、会員増強

4 7月24日 新年度挨拶
社会、R情報・研修、R財団、
米山、戦略、40周年

5 7月31日 夜間例会

6 8月7日 「中近東からみた日本」 M.USMAN ジャーナリスト 山本芳弘

7 8月14日 休会

8 8月21日 「障害者と共に」 松尾みちこ 社会福祉法人横浜愛育会　理事長 西山　潔

9 8月28日 「会員拡大増強を考える」 谷川
たにかわ

公一
こういち

地区拡大増強委員会　委員長 茂木知子

10 9月4日 「迷惑メールを97%阻止――S25Rの真髄」 浅見秀雄 インターネット技術者 西山　潔

11 9月11日 ガバナー公式訪問

12 9月18日 「生きる気力を育てる発達障害教育」　 伊藤
イトウ

寛晃
ヒロアキ

翔和学園　教師 白鳥厚夫

13 9月25日 休会

14 10月2日 「ロータリーの友あれこれ」 渡辺
わたなべ

誠二
せいじ

一般社団法人ロータリーの友事務所　所長(理事) 石川正三

15 10月9日 「ワインを愉しむお話」 堀切
ほりきり

和子
わこ

ソムリエ 西山　潔

16 10月16日 「横浜マリノスの地域貢献活動」 中村
なかむら

勝則
かつのり

横浜マリノス株式会社　取締役 天野公史

17 10月23日 「ロータリー親善大使として
エクアドルでの1年を終えて」

伊藤主峰 2014-15年度ロータリー青少年交換学生 山田正憲

18 10月30日 夜間例会

19 11月6日 「スリランカに焦点を当てて」 矢野修二会員

20 11月13日 「真に健康になる家づくりとは」 八巻秀房
やまきひでふさ

株式会社　山の木　代表取締役　 西山　潔

21 11月20日 「R財団2015～16年度概要」 鶴岡　　武 地区ロータリー財団委員会　副委員長 角田伯雄

22 11月27日 優良職場訪問

23 12月4日
「芸術文化財団のファンドレイジング
～神奈川芸術文化財団の取組み

～」
中里也寸志
ナカザト ヤスシ

神奈川芸術文化財団　広報営業課 西山　潔

24 12月11日 「食品添加物」 田辺
タナベ

芙
フ

弥
ミ

栄養士 西山　潔　

25 12月18日 「健康素肌美」 梅田優子 有限会社　ビューティーエスイー　代表取締
役

西山　潔　

26 12月23日 年忘れ家族会

27 1月1日 祝日

28 1月8日 新年挨拶 会長、副会長、幹事、会計

29 1月15日 「クラブの戦略計画作成について」 露木雄二 地区戦略計画委員会　委員長 河野明光

30 1月22日 「サーバント　リーダー」 南保芳徳
ナンボヨシノリ

ゴールドコースト日本人会　会長 佐藤勝彦

31 1月25日 合同賀詞交歓会

32 2月5日 「加齢と眼」 田辺由紀夫 眼科医(洋光台眼科クリニック 院長) 西山　潔

33 2月12日 「百歳人研究と長寿人類学」 全　京秀
ジョン　ギョンス

中国貴州大学特聘教授 李　德雨

34 2月19日 「ちょっとした工夫でできる認知の鍛え方」 福井俊哉 かわさき記念病院　院長 山本　登

35 2月26日 「健康的な歯と長く付き合うために
―最近の歯科事情から―」

井野　智 神奈川歯科大学附属横浜クリニック　院長 西山　潔

36 3月4日 「ＲＹＬＡ開催の報告」 山田正憲 地区RYLA委員会　委員長

37 3月11日 「日本文化の一つとして、きものを語る」 渡邉チエ 服飾文化協会  会長 西山　潔

38 3月18日 「歯列矯正について」 市瀬　毅
イチノセ　タケシ

市瀬矯正歯科　院長 西山　潔

39 3月25日 「街を油田に！」 染谷ゆみ （株）ユーズ　代表取締役 天野公史

40 4月1日 「『魅せる男の姿勢術』～あなたはポジティブ体
質？それともネガティブ体質？」

比嘉美佐子 ボディスタイリスト 赤堀和人

41 4月9日 移動例会

42 4月15日 「歯周病から考える安心安全なインプラン
ト治療」

児玉利朗 神奈川歯科大学附属横浜クリニック　副院長 西山　潔

43 4月22日 「色ってなあ～に！」 青山美治
アオヤマミハル

（株）ムサジャパン　代表取締役 山田正憲

44 4月29日 祝日

45 5月6日 休会

46 5月13日 「青少年奉仕活動について」 山田正憲 地区RYLA委員会　委員長

47 5月21日 40周年記念式典

48 5月27日 「70億人の期待と、たった一つの地球
~One Planet Lifestyle~」

　石原明子 WWFジャパン広報室長　 江森国一

49 6月3日 「歯周病と全身の関わり」 田村利之
タムラトシユキ

神奈川歯科大学附属横浜クリニック　副院長 西山　潔

50 6月10日 「今後の経済展望」 藤代宏一
フジシロコウイチ

第一生命経済研究所 主任エコノミスト 江森国一

51 6月17日 年度末挨拶
会長、副会長、幹事、会

計

52 6月24日 年度末夜間例会


