
2016-17 年度プログラム (上半期)              (敬称略)

月日 行   事 演   題 卓話者肩書 卓話者 紹介者

7. 5 就任挨拶 会長・幹事 吉田・福原 -------
12 第 1 回クラブ協議会 (フォーラム ) 新年度理事･役員・委員長挨拶 -------
19 第 2 回クラブ協議会 (フォーラム ) 新年度理事･役員・委員長挨拶 -------
26 イニシエーション・スビーチ

マイロータリー登録説明

当クラブ会員

当クラブ会員

仲西 恭一

松岡 秀紀

-------
……

8. 2 イニシエーション・スピーチ 当クラブ会員

当クラブ会員

竹内 正浩
田辺 博司

……

9 イニシエーション・スピーチ 当クラブ会員

当クラブ会員

弦本 將裕
福田 守弘

-------

16 (休   会) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------
23 納涼夜間例会 ――――――――――― ―――――――― ―――― -------
30 第 3 回クラブ協議会 「ロータリー財団の活動内容」 地区ロータリー財団

  委員長(世田谷 RC)
高橋 茂樹 山口

9. 6 「日本の農業は世界に勝つ」 キャノングローバル

研究所 研究主幹

山下 一仁 細田

13 「小さくて強い農業の可能性」 (株)久松農園 代表取締役 久松 達央 細田

21(水) ガバナー公式訪問 「ガバナーの卓話」

(人生の泣き笑いとロータリー)
第 2750 地区ガバナー 大槻 哲也 -------

27 「薩摩藩裏ばなし

〜リンカーンなくしては

  江戸無血開城はなかった〜」

(株)指宿白水館代表取締役

慶應義塾大学院特任教授

下竹原啓高 相馬

10. 4 「小野田寛郎少尉の思い出」 元東京新聞編集局次長 三枝  貢 高田

11 「美しい森つくり」 速水林業  代表 速水  亨 細田

18 「百年後に残る工芸のために」 日本工芸会 理事長 林田 英樹 細田

25 「ごみと資源の未来」 当クラブ会員 細田 衛士 ・・・

11. 1 次年度理事・役員候補者指名 「長寿国 日本の課題

━健康寿命延伸に向けて」

慶應義塾 常任理事

(医学博士)
慶応義塾大学 名誉教授

戸山 芳昭 細田

8 「人生の幸せは素晴らしい

        旅から」

JTB ロイヤルロード銀座

夢の休日・企画部長

辻本 裕之 山口

15 「職業奉仕について」 当クラブ会員
(第 2750 地区職業奉仕

     委員会委員 )

高添 俊幸 ・・・

22 (休  会) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------

29 「明治日本の産業革命遺産の世界遺産

  登録への経緯とその後について」

内閣官房参与
一般社団法人
産業遺産国民会議
     専務理事

加藤 康子 相馬

12. 6 「中高年以上に必要な運動と

        栄養について」

スポーツトレーナー
(株)BODYTECT
   代表取締役

萩山 悟史 吉田茂

13 忘年家族会 ――――――――――― ―――――――― ―――― -------
20 (立  食) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------
37 (休  会) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------



2016-17 年度プログラム(下半期)               (敬称略)

月日 行   事 演   題 卓話者肩書 卓話者 紹介者

1. 3 (休   会) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------

10 「安倍総理の考えていること」 内閣官房参与

慶應義塾大学大学院

  SDM 研究科教授

博士(安全保障)

谷口 智彦 岡田

17 第 4 回クラブ協議会 上半期活動報告・下半期活動計画 各委員長 -------

24 夜間例会(新年会) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------

31 「近くて遠い国ロシアについて

     (画像と演奏を交えながら)」
ピアニスト

洗足学園音楽大学・

  大学院非常勤講師

川崎 智子 吉田茂

2. 7 「覗き見た西洋」 バストガバナー

神社本庁 顧問

久邇 邦昭 渡辺俊

14 「上体温のすすめ」 芝大門
  今津クリニック

今津 嘉宏 吉田茂

21 地区大会に振替 ――――――――――― ―――――――― ―――― -------

28 第 5 回クラブ協議会 地区大会を終えて ―――――――― ―――― -------

3. 7 「最近の法律問題と弁護士の職務」 弁護士・弁理士 田中 成志 福原

14 「地球の過去の気候変動と

          地震の揺れ」

東京大学 地震研究所

        教授

栗田  敬 福原

21 「ロータリーの友あれこれ」 当クラブ会員
ロータリーの友所長

渡辺 誠二 -------

28 「Pepper 最新情報と導入事例」 ソフトバンクコマー

ス(株)ICT 営業本部
ICT 販売推進統括部
    統括部長

守谷 克己 三木

4. 4 夜間例会(観桜会) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------

11 「ツバメの巣をめぐるボルネオ・

   サラワク州の社会と経済」

慶応義塾大学

   経済学部教授

大沼あゆみ 細田

18 「ガラスの過去・現在・未来」 ガラス再資源化協議会

     代表幹事
加藤  聡 細田

25 「神経難病の撲滅を目指して」 国立精神・神経医療

  研究センター研究所

        名誉所長

国立医療研究開発機構

プログラムスーパーバイザー

高坂 新一 細田

5. 2 (休   会) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------
9 第 6 回クラブ協議会 地区研修・協議会報告 ―――――――― ―――― -------

16 「親子でも個性は遺伝しない」 女優 白石まるみ 弦本

23 「AI 最前線—watoson は
         実用段階へ」

日本アイ・ビー・エム(株)
ワトソン事業部

ワトソンセールス部長

内野 秀紀 相馬

30 「無 題」 当クラブ会員 高松・岡田 -------

6. 6 「自然エネルギーと水素による

  将来の低炭素社会に向けて」

トヨタ自動車(株)
コーポレート戦略部

     担当部長

水谷 英司 細田

13 創立 30 周年記念例会 ――――――――――― ―――――――― ―――― -------
20 (立  食) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------

27 (休   会) ――――――――――― ―――――――― ―――― -------


