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今後の予定
2018-2019 年度／堂前

慶之会⻑

本⽇のクラブ協議会は 3/10（⽇）に開催するダンスフェ
スティバルの最終打合せとなります。皆様のご協⼒をよ
ろしくお願いいたします。50 周年記念事業の⼀環とし
て、市内中学校 4 校への防犯監視カメラ寄贈に向けて作
業が進んでいます。4/20 までには各校に設置を完了する
予定となっています。さて、ユニバーサルデザイン（UD）
という⾔葉は皆さんもよくご存知かと思います。定義は
「⽂化・⾔語・国籍や年齢・性別などの違い、障害の有無
や能⼒差などを問わずに利⽤できることを⽬指した建
築・製品・情報などの設計のこと」だそうですが、UD フ
ォントというものを皆さんご存知でしょうか︖ 10 年程
前から普及してきていますが、⾒やすく認識しやすい書
体のことです。道路標識や案内表⽰などはこの UD フォ
ントが使われています。もっと⾝近でいえば、普段、皆さ
んがスマホで閲覧するニュースや SNS はこの UD フォン
トが使われています。現在、この UD フォントが教育に
も⼤きな変⾰をもたらしているそうです。今までの教科
書は、書き順がわかるように筆⽂字に近い教科書体とい
うフォントが使われていました。
【教科書体「ありがとう」
ゴシック体「ありがとう」の違い】教科書体は⽂字が均⼀
ではなく、また認識しづらく⽬が疲れるのですが、UD 教
科書体はそれが解消され、⼦どもたちの学習効果も上が
るのだそうです。演台にロータリーソングが明朝体で書
かれていますが、
「さ」や「り」の⽂字は実際には書かな
い形ですよね︖ ⼦どもにはこれも混乱を与えていると
⾔われているそうです。様々なところで「⼈にやさしい」
とか「環境にやさしい」ということが重要視されている昨
今、我々の活動もより意識をしていかなければならない
かもしれません。

・3/10 50 周年事業 ダンスフェスティバル
・3/13 [第 2588 回]振替休会
・3/20 [第 2589 回]東井会⻑エレクト PETS 報告
・3/22-23 新会員の集い（於流︓横浜ローズホテル）
・3/27 ガバナー補佐杯（伊勢原カントリー）会員は特別休会

幹事報告
★ガバナー事務より
・2017-18 年度 財団寄付クラブ表彰のお知らせが届いております。
①
「Every Rotarian, Every Year」認証バナー
②
100％ロータリー財団寄付クラブ認証バナー
③
End Polio Now︓
「歴史へのカウントダウン」
キャンペーンの感謝状
4 ⽉ 21 ⽇(⽇) 地区研修・協議会にて表彰
登壇者の連絡︓3/25(⽉)迄
・第 53 回神奈川ロータリアン親睦テニス会(上野杯)のご案内
⽇時︓4 ⽉ 8 ⽇(⽕)
9:30 集合 16:00 パーティー 18:00 解散予定
会場︓湘南ローンテニスクラブ
パーティー会場︓MOKICHI
参加料︓ロータリアン 7,000 円 家族・ゲスト 5,000 円
どちらかだけの参加︓ﾛｰﾀﾘｱﾝ 4,000 円 家族・ゲスト 3,000 円
締切︓3 ⽉ 31 ⽇(⽇)
★秦野中 RC より
3 ⽉度 会⻑・幹事会のご案内が届いております。
⽇時︓3 ⽉ 14 ⽇(⽊) 18:00〜
場所︓コントレイルマーケット
会費︓5,000 円
返信︓3 ⽉ 8 ⽇(⾦)迄
★伊勢原市商⼯会⻘年部より
創⽴ 50 周年記念式典のお礼のお⼿紙が届いております。

スマイル報告

⽥村

貴寿／スマイル委員会委員⻑

堂前慶之君／外⾕正⼈君／築城忠⽣君／𡈽屋修君／飯⽥隆三君／井⼾川秀治君／渡辺健樹君／東学君／
⽥中徹君／⾼梨浩樹君／仙波史⽣君／濵尾ゆかり君／遠⼭久恵君／⽥村貴寿君
[配偶者誕⽣祝い]

[結婚記念祝い]

[配偶者誕⽣祝い]

佐伯 崇興君

多⽥ 政弘君
妻の誕⽣⽇を祝って頂き、有難うございます。
初孫誕⽣が最⾼のプレゼントだと思っています
が、私にはどうすることもできません。

家内の誕⽣を祝って頂きありがとうご
ざいます。84 才元気です。この歳にな
ると健康の有難さがよくわかります。

⼭⼝ 知英君
君
結婚して 40 年、悪さをしても相

⼿にされませんでした。だから持
っているんですね。

[結婚記念祝い]

[創⽴記念祝い]

[創⽴記念祝い]

佐藤 美成君

遠藤 郷平君

東井 重和君

出席報告
会員数

創⽴記念⽇のお祝い有難うござい
ます。

創⽴記念、有難うございます。

結婚記念⽇のお祝いをして頂きありが
とうございます。

⽥村

貴寿／出席・プログラム委員⻑

出席計算に⽤いた数

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

59

37

62.71

なし

61

MAKE UP
外⾕正⼈君→ふじさわ湘南 RC
東井重和君→第 2 回地区補助⾦
説明会

委員会報告
＜⼾⽥裕⼠／社会奉仕委員⻑＞
3/9(⼟)に芝桜の植え替えをします。市の⽅から苗が配られますので、皆様は運動靴・軍⼿等の準備をして当⽇朝 8︓50 に
神社に集合してください。駐⾞場は神社の裏⼿に 10 台、後は野菜ハウス・公⺠館等に停めてください。ロータリーのエリ
アは 7 割が抜け落ちてしまっていますので、ぜひ皆様のご協⼒をお願いします。
＜礒﨑貴史／ロータリー財団委員⻑＞
皆様には⽇頃より多⼤なるご⽀援を頂き、誠に有難うございます。本年度は 50 周年に際し、全員がロータリー財団に寄付
という⽬標を掲げております。現在 70％の進捗となっております。年度は 6 ⽉末までですが、5 ⽉の⼤会の時には発表を
しますので、まだの⽅、お気づきの⽅がいらっしゃいましたら、是⾮ご寄付をお願いいたします。
現在のレートは、11,000 円/100 ドルです。
＜飯⽥隆三／ダンスフェスティバル実⾏委員⻑＞
⽇にちが経つのが⼤変早く、昨年から準備をしてきましたダンス⼤会まで後 4 ⽇となりました。皆さんの役割がございます
ので、その説明を担当の⽅からお話して頂きます。時間については朝からの⽅、昼からの⽅がいらっしゃいますのでその時
間帯を守ってください。今回のダンスフェスティバルは 50 周年の記念事業です。ぜひ皆さんの⼒で成功させるようお願い
致します。当⽇は、クラブのグリーンのジャケット、ノーネクタイでお願いします。

クラブ協議会
ダンスフェスティバル実⾏委員 東学君／⼤澤守⾨君
＜スケジュール表と分担表の説明＞
●分担表について︓皆さんそれぞれどこかに名前があるので確認してください。
会⻑／堂前さん 幹事／外⾕さん 実⾏委員⻑／遠藤さん 担当実⾏委員⻑／飯⽥さん
総務委員⻑／東さん 運営委員⻑／⽥中さん 総務係／築城さん 広報係／天野さん
渉外係／多⽥さん 会計係／⼩泉さん 舞台係／井⼾川さん 客席係／東さん
表に仕事内容が書かれています。
●当⽇の集合時間︓各係⻑は 9 時前に集合
職種によっては、3 時過ぎに来ても間に合う⽅もいるので、総務と確認し合って時間を
決めてください。
＜各委員の当⽇の仕事内容の説明＞
09︓00
各係⻑集合 ⼤ホール⼊り⼝
11︓30
リハーサル開始
リハーサルは本番同様に⾏うため、時間も本番と同じです。
15︓30
開会セレモニー
15︓45
ダンス⼤会第 1 部開始
16︓25
第 1 部終了
--10 分間休憩-16︓35
第 2 部開始
17︓50
第 2 部終了
--10 分間休憩̶
18︓00
第 3 部開始
18︓50
第 3 部終了
19︓10
閉会セレモニー
19︓15〜45 撤収／解散

・広報係

・客席係

・舞台係

・渉外係
・総務係

看板設置
映像配置及び準備・・当⽇定点ビデオカメラを 2 台設置
スチールカメラは 3 台（スマホ撮影で OK）
配置は当⽇打合せ
会場受付セッティング テーブル／椅⼦ ポスター／プログラム
控え室／来賓室 張り紙
場内案内
演者控え室の鍵は常に受付で保管すること
タイムキーパー準備
舞台清掃（本番の 1 部 2 部 3 部間の休憩時間中）
ダンスチーム⼿配
⾳響・照明の⽴会い
来賓出迎え（⾼⼭市⻑／脇ガバナー）
昼⾷の準備と配布（ロータリーメンバーのみ）
（昼⾷／11︓00〜13︓00）

★当⽇、皆さんのご協⼒をお願いいたします。

