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☆歌唱 「我等の生業」       ☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー表彰： 
（ＭＰＨＦピン授与）池上 實君･･･４回目、程島利通君･･･３回目 ☆会長挨拶       ☆幹事報告  

☆委員会報告 小林会長エレクト    ☆卓話：ゲストスピーカー 前橋信之様 
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第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 
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2011 年 4 月 21 日（木） 第２４８３回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 39 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

ゲストスピーカー 前橋信之様 （ＴＯＴＯｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部ﾃ

ｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ次長） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊ＲＯＴＥＸ懇談会／青少年交換学生オリエンテーション開

催の件 ・５/７(土) ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ 8F 

＊次クラブ幹事とクラブ事務局研修会の案内 ・５/１６ 

(月) ・グランドホテル湘南 ・会費：1 クラブ 5,000 円 

◇ＲＩ第２６５０地区マニュアル編集委員会より  

＊改訂第３判「ロータリー情報マニュアル」の修正と追加箇

所について ＊「わかりやすいロータリー」改訂第４版 ＊

「ロータリーへようこそ」 ＊「ロータリークラブへお入りになり

ませんか」 

◇台北西北区扶輪社より 東日本大震災義捐金 ７４０，０

００円 拝受 

◇藤沢南ＲＣより メールアドレスの通知 

 f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp  
◇厚木ＲＣより 例会場名称変更の通知 （旧）ロワジール

ホテル厚木 ⇒ (新) レンブラントホテル厚木 

◇玉蘭荘より 「玉蘭荘だより」 ◇タウンニュース 

◇ＡＭＤＡ速報 東日本大震災・緊急支援活動 18 

◎例会変更    

☆寒 川   ５/１６(月) ⇒ ５/１５(日)～１６(月) 奥湯河原

温泉「山翠楼」（創立家族移動例会） 

        ※５月からの例会は、通常時間（１８：３０点鐘）

に戻ります。 

☆藤沢北西 ５/１９(木) １８：００点鐘 グランドホテル湘南 

ビジター費：10,000 円 

☆綾 瀬   ５/ ３(火) 休会（祝日のため） 

        ５/１７(火) ⇒ ５/１４(土) １８：００点鐘 ｵｰｸﾗﾌﾛﾝ

ﾃｨｱﾎﾃﾙ海老名 （創立記念例会） 

◎会報着 

茅ヶ崎湘南 

◎委員会報告 

小林会長エレクト：地区協議会参加の皆様ありがとうござ

いました。 
◎会長挨拶  

５０周年記念誌ならびに記念ＤＶＤが最終校正段階に入

りました。 
◎台北西北区扶輪社の義捐金送付に伴い 

許 文悌 台北西北扶輪社社長からの手紙 
 

 茅ヶ崎ロータリークラブ 会長 河本啓伸殿 
拝啓 
 此の度の東日本大震災と津波の襲来は貴国に未曾有の

大被害をもたらし、全世界の注目と同情を集めています。

貴国と親交関係を持つ弊クラブ会員一同非常に心を痛め

ています。 
 貴国の国力及び人民の英智と毅力で早急なる復興が出

来ることを念願しています。 
 同封日本円 740,000 円送付申し上げま 
す。 
 些細ですが、会員一同の寸志として被害 
者への慰問と救助に使用して下さい。宜し 
くお願い致します。 
 

許文悌社長 



 
 
◎出席報告  池上 實会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
４／２１ ２４８３ ３４ ３２ ２６ ３ ３ ９０．６３％  

４／ ６ ２４８１ ３４ ３２ ２３ １+２ ６ ７５．０％ ８１．２５％ 

 
◎スマイル報告 杉本行廣会員 

平井 茂君 ゲストスピーカー前橋さん、よろしく。

地区協欠席し、斉藤さんにお世話かけました。ありが

とうございます。 
田中賢三君 さまざまのこと思い出す桜かな 芭蕉 

今年は特別な思いの桜でした。ＴＯＴＯ前橋さん、本

日の卓話よろしくお願い致します。 
山本幸一君 今日はＴＯＴＯのユニバーサルデザイン

の考え方について説明させていただきます。よろくし

お願いします。 
小林 亨君 お客様ようこそ！４月１７日の地区協議

会には休日にもかかわらず出席の方々のご協力に感謝

いたします。ありがとうございました。 
河本啓伸君＆横山宏実君 ゲストスピーカーの前橋様

ようこそ。お話を楽しみにしています。池上先生、い

つも写真をありがとうございます。地区協参加の皆様、

お疲れ様でした。 
杉本行廣君 地区協参加の皆様、お疲れ様でした。前

橋様卓話ありがとうございます。池上さん、写真あり

がとう。 
程島利通君 地区協参加の皆様、ご苦労様です。私も

ですが．．．。池上様、写真有難うございます。 
池上 實君 知らぬ間にポール・ハリス・フェロー４

回目を頂く事になりました。ありがとうございます。 
加茂正司君 ＴＯＴＯの前橋さん、本日はありがとう

ございます。お話を楽しみにしています。 
和田幸男君 ＴＯＴＯの前橋様、卓話よろしくお願い

します。 
大森久巳男君 ゲストスピーカー前橋信之様、ようこ

そいらっしゃいました。卓話楽しみです。 
粂 仁夫君 ゲスト・前橋信之様、いらっしゃいませ。

スピーチよろしく！マルチプル表彰、池上實君・程島

利通君おめでとうございます。 
菅野 清君 前橋様、卓話楽しみです。よろしくお願

いします。 
下里洋一君 ＴＯＴＯの前橋さんようこそ。卓話をよ

ろしくお願いします。 
横山 貢君 ＴＯＴＯの前橋さん、本日卓話宜しくお

願いします。池上先生、今日も写真ありがとうござい

ます。 
［本日、15 件 20,000 円でした］ 

マルチプル・ポール・ハリスフェロー表彰の程島会員と池上会員 

◎地区協議会 

去る４月１７日（日）東海大学湘南キャンパスに於いて

当地区の地区協議会が催され、当クラブからは小林会長

エレクトをはじめ１２名が参加しました。 

◎卓話 「ＴＯＴＯのユニバーサル

デザインの考え方」 

ＴＯＴＯｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ

次長・前橋信之様  

【卓話概要】 
 ２０１７年に創立百周年を迎えるに当たり、「世界の人

たちから必要とされる企業」であり続けるためにどうす

ればよいか、ということを考えています。 
 その一環として起業の理念に則った“ハート”の部分

を大切にしつつ、“ボディ”の部分をどう動かしてゆくか

ということを考える中で、「環境・ユニバーサルデザイ

ン・絆」という３つを大きな柱として掲げています。 
 １９７０年代にバリアフリーという「課題解決型」の

考えが生まれました。さらに１９８０年代に生まれたの

が「包括的共通解」を求めようというユニバーサルデザ

インです。２つの違いはバリアフリーでは車椅子対応の

エレベータやエスカレータを作ることで特定解を求め、

ユニバーサルデザインでは階段・エレベータ・エスカレ

ータを選べるという多様性を目指します。 
ＴＯＴＯでは、自分自身にとっての「使いやすさ」、「快

適さ」を「ＴＯＴＯのユニバーサルデザイン 5 原則」と

してまとめ、つねにこの 5 原則を心に留めながら、より

よい商品開発・提案を行っています。 
＝ＴＯＴＯのユニバーサルデザイン 5 原則＝ 

＜姿勢・動作がラク＞姿勢や体の動きに無理がなく、長

時間でも疲れないこと。 
＜わかりやすく、簡単な操作＞操作スイッチの場所や機

能の違いがわかりやすく、操作の手順がすぐにわかり、

操作そのものも軽い力でできたり、操作が簡単なこと。 
＜使用者の違い・変化に対応＞あとから機能が追加でき

たり、使用者の違いなど、変化に柔軟に対応できること。 
＜快適＞身体に有害なものが無いことはもちろんのこ

と、生理的な不快感がなく、温度や明るさなど身体への

負担が少ないこと。 
＜安全＞事故が起きない配慮がされていること。 


