
第 1722 回例会 

4 月 9 日 №37 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

      

１．ユニバーサルデザイン（UD）とは？ 

「年齢や能力に関わりなく、全ての生活者に 
対して適合するデザイン」 

○全ての生活者とは？ 

 総人口：1 億 2770 万人 
 高齢者：2560 万人（人口の 20％）65 歳以上 
 障害者：身体障害者 324.5 万人、視覚障害 
  30.1 万人、聴覚・言語障害 34.6 万人、 
  肢体不自由174.9万人、内部障害84.9万人、 
  色覚障害320万人、知的障害、精神障害等。 
 

２．ユニバーサルデザイン（UD）の原点 

「日常感じる、いろいろな不便さがUDの原点」 
○製品からは： 

 

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
早川 正彦 

・機能が多すぎて覚えられない（高齢者） 
・表示が見にくい（高齢者・視覚障害） 
・容器が同じで判りにくい（高齢者・視覚障害） 
・ビン・缶・紙パックが開けにくい（ 〃  ） 
・操作音・TV など聞こえない（高齢者・聴覚障害） 
・エアコンのフィルターが交換できない（車椅子） 
○設備からは： 

・設備（流し台や ATM 等）の高さが合わない 
（高齢者・車椅子） 

・エレベーターや階段が判らない（視覚障害） 
・滑りやすい（高齢者・車椅子） 
○施設からは： 

・外出先で休める所が無い（高齢者） 
・階段の端や段差が見えにくい（高齢者・弱視） 
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・表示物の文字が見えにくい（高齢者・弱視） 
・空調が効きすぎて寒い、暑い（高齢者・車椅子） 
○サービスからは： 

・車内・館内放送が聞こえない（高齢者・聴覚障害） 
・高さが合わず商品が見えない（高齢者、車椅子） 
・早口で理解しにくい（高齢者） 

     
３．ユニバーサルデザインを考慮した製品作り 

    ○国・自治体の動き 

    「新バリアフリー法案」「JIS の制定」「条例、ガ 
     イドラインの制定」 
    ○団体・NPO の動き 

    「国際ユニバーサルデザイン協議会」－トヨタ、 
     日産、パナソニック等の企業 

    「NPO 法人メディアユニバーサルデザイン協会」－ 
印刷業界により、高齢者・弱視・色障害の方に 
見やすい、判りやすいメディア表現の研究・教 
育を行う 

    「カラーユニバーサルデザイン機構」－製品が色 
     弱者でも判りやすいかをチェック、改善方法を 
     提案、認証 
    ○製 品 

・判りやすいパッケージ－切りかけ、エンボス、 
 点字の利用（缶など） 

    ・開けやすいパッケージ－コーヒー用ミルクなど 
    ・使いやすい－点字表示の製品など 
 
    ４．メディアユニバーサルデザイン（MUD）とは？ 

「NPO 法人メディアユニバーサルデザイン協会」 
 2008 年 1 月より法人として発足し、主に印刷 
に関わる業界への教育・指導・コンサルを行う。 

○目 的 

 高度化する情報社会では、情報を誰にでも平等 
 に伝えることが重要です。高齢者、障害者（弱 
視、肢体不自由、色覚障害）、子供、外国人な 
ど、誰もが便利で見やすいメディアの提供を目 
指し、活動。 

○活 動 

1.より見やすいメディア（印刷物、サイン、Web） 
 制作実現のための宣伝、教育 
2.MUD のためのコンサル、指導 
3.制作物の認証 
 

 
 

○情報の 87％は視覚メディアから 

 目:87％ 耳:7％ 鼻:3％ 手:2％ 口:1％ 
○視覚メディアに対する不満 

1.文字が小さい 
2.背景と文字が同系色で、読みにくい 
3.色が多すぎて、どれが重要か判らない 
○見えにくい人たち 

1.白内障、弱視の見え方－ぼやける 
2.色覚障害の色の感じ方－見分けられない（赤 
 から緑、紫から青、赤が黒） 
 だから、配慮が必要である。 
 
５．色のユニバーサルデザイン 

「色覚障害とは、特定の色同士の組合せが識別 
 できない状態」と定義。 
 色覚障害者数：先天的 320 万人（遺伝子異常） 
        後天的 30～50 万人（高齢化        

            や脳内処理の障害等） 
 
６．ユニバーサルデザインフォント 

2006 年にイワタとパナソニックが開発した書体 
○目 的 

1.障害者、健常者の区別なく「誰にでも読みやす 
 い、間違えにくい」 
2.デザイン的に優れ、美しいレイアウトの実現。 
3.全ての環境で使用できる。 
○効 果 

1.中高年齢層が読みやすい印刷物、表示物が作れる。 
2.より正確に伝えることが可能になる。 
3.企業のイメージアップ。 
○見えにくい原因 弱視と白内障（老眼も含む） 
・弱視（視力 0.03 程度）国内で 100 万人 
・白内障 40 代で始まり、50 代で 50％、60 代で 

65％以上 
  
７．最後に 

 MUD の対象は、障害を持つ方々だけではありま 
 せん。共に生活する私達も見やすくなることです。 
 
８．その他 

 まだまだ問題もあります。製作者は健常者がほと 
 んどです。 
 



               
      
     ＜相模原東ＲＣ創立 30 周年記念式典のご案内＞ 

一戸 徳雄 

    

（概要にて掲載）

 

        ＜会長の時間＞ 

     本日は原稿を忘れてきましたので、先週の定例 

    理事会が議題も多く、重要な事項もありましたの 

で報告致します。詳細は週報でご確認下さい。 

 

    

●一戸 徳雄君（相模原東ＲＣ） 
     本日は、東 RC の 30 周年記念式典のお誘いに 
     お邪魔しました。私共の親クラブでもあります 
     中クラブの皆様に、多数のご参加を戴けました 
     ら嬉しく思います。      

●山本 正司君（相模原グリーン） 
     皆出席にこだわっていますので、2 週連続のメ 
     ークアップです。 

●江成会長、黛幹事 
①4 月ご夫人誕生日祝の早川さん、松本さん、結 

婚記念日祝の丸子さん、おめでとうございます。 
②本日卓話の早川さん、宜しくお願い致します。 
③相模原東 RC の一戸さん、30 周年記念式典の 

     ご案内、宜しくお願いします。 
●早川 正彦会員 

妻の誕生日お祝い、有難うございました。 
●川合 貞義会員 

     一戸さん、PR ご苦労様です。私が分区代理の 
     時の会長・幹事会が今でも続いています。一戸 
     さんに常任幹事をやって貰って、今年は 30 回 
     を迎えました。ありがたいことです。 

 
 
●丸子 勝基会員 
①本日、会員バッジを先週、家に持ち帰って、今 
 日忘れてしまいましたので、スマイルします。 
②結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 
●松本 壽一会員 
 妻の誕生日祝をありがとうございます。 
●小野 孝会員、神田 達治会員 
①本日お祝の皆々様、おめでとうございます。 
②東 RC の一戸様、ようこそ。 
③早川さん、卓話楽しみにしています。 
●田所 毅会員 
①お祝の皆様、おめでとうございます。 
②早川会員、卓話よろしく！ 
●金沢 邦光会員 
 早川さん、卓話頑張って下さい。楽しく、おも 
 しろく・・！ 
●菊地 啓之会員 
①早川会員、本日の卓話、宜しくお願いします。 
②ご夫人誕生日、結婚記念日祝の皆様、おめでと 
 うございます。 
●阿部 毅会員 
①本日の卓話、早川会員よろしくお願いします。 
②東 RC の一戸会員、本日はご苦労様です。 
③本日、ご夫人誕生日と結婚記念日の皆様、おめ 
 でとうございます。 
●櫻内 康裕会員 
①本日、お祝の皆さん、おめでとうございます。 
②早川会員、卓話楽しみにしています。よろしく 
 お願いします。 
●豊岡 淳会員 
①ご夫人誕生日祝の早川さん、松本さん、おめで 
 とうございます。 
②結婚記念日祝の丸子さん、おめでとうございます。 
③本日、卓話の早川さん、楽しみにしております。 
●田後 隆二会員 
①お祝を受けられる皆さん、おめでとうございます。 
②早川さんの卓話を聞きにきました。楽しみです。 
●最住 悦子会員 
①4 月の奥様誕生日の皆様、おめでとうございます。 
②早川さん、卓話楽しみにしています。 
●台中文心 RC 訪問団（小野、松本、西島、金沢、阿部） 
 先日の訪台旅行費用の残金をスマイルします。 

今年度のスマイル累計額 ８０５，３１０円 

 
 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①広報・ＩＴに関する卓話者変更派遣について。 

     卓話者を下記に変更し、お伺いさせて頂きます。

詳細は貴クラブより直接本人にご連絡下さい。 

     日時：4月 16 日（火）例会  

卓話者：地区広報委員 田代恭子さん（箱根 RC） 

２．相模原南 RC より地区協議会ご協力者の件。

当日の集合時間と、スケジュールをお知らせ致

します。尚、車でのご来場はお控え下さい。 

集合時間：午前 10時 麻布大学 8号館 5階 

 

＜委員会報告＞ 

出席報告 

 

 

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

相模原商工会館３Ｆ 

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605 

●例会場 相模原市民会館４Ｆ「あじさいの間」 

〒２５２－０２３９  相模原市中央区中央 3-13-15 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

＜４月のお祝い＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご夫人誕生日祝＞ 

＜結婚記念日祝＞ 

＜お祝ショートスピーチ    丸子勝基＞ 

 

例会プログラム 

４月１６日ゲスト卓話「雑誌月間にあたり」 

     地区広報委員 田代恭子氏（箱根 RC） 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  横溝 志華 副ＳＡＡ 

斉  唱   「奉仕の理想」 4 月の歌「春が来た」 

ソングリーダー  田後 隆二会員  

エレクトーン演奏 榎本 みどりさん 

ビジター     一戸 徳雄君（相模原東） 

         山本 正司君（相グリーン）      

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   阿部  毅 

副委員長  櫻内 康裕 

委 員  甲斐美利、菊地啓之、豊岡 淳、早川正彦 

佐々木敏尚、田後隆二、伊倉正光、松本壽一 

http://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象22名） 事前メイク者 

３１名 ２７名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．４３％ １００％ 


