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第 1236回例会
ユネさんには
8 月分奨学金を
8/10～23
帰省します。

「ひばりの夢コンサート」がいよい
よ 3 日後に迫ってきました。今回準備
を進めていて私が思う事は、皆さんも
同じだと思いますが、
“責任感”だけで
やっているのでは無いという事です。
一番は“使命感”ではないでしょうか。
その“使命感”を与えてくれたのは、子ども達の演奏

石渡星舞君にクラブバナーと
受入クラブへのお手紙を。
8／27（羽田発）出発します！

であり、指導する先生方の努力や熱意ではないでしょ
うか。前年度から準備を進めていて、大変なことも沢
山ありましたが、私達のエネルギーになったと思って

当日のタイムスケジュール、役割分担等について最
終確認を行いました。今日決定したことは、

います。8／3 の本番には、子ども達のために、先生方 ①

会員はスーツ着用（クラブタスキ）

のために、地域の皆様方にもしっかり届けられるよう

クレーム対応・・・角尾会員

②

に、全員が“使命感”を持って、1 つのプロジェクトを ③

懇親会出席（招待者）

成功させることができるように、気持ちを集中して臨

県立相模原高校／安西先生

んで頂きたいと思います。当日は予想外の事が起こる

谷口台小学校／渡辺先生

かもしれませんが、何が起きても、皆さんと力を合わ

共和小学校／内田先生

せて乗り切って行きたいと思います。

上溝小学校／中尾先生
保護者代表／児玉理恵さん

・青少年交換来日･帰国学生オリエンテーション及び

他クラブ手伝いの皆さんにも声掛けをしているが、
南 RC の 4 名、脇 PG が参加予定。（会費 5,000 円）

解団式の案内
9／7（土）14 時

アイクロス湘南

返信：8／26

・2020 規定審議会代表議員選出及び候補者提案告知

会費は参加会員 7,000 円、欠席会員 2,000 円とする
現在の登録状況（収容人数 1105 席）

提出期限：9／17（火）12：00 必着

谷口台小学校／92 名

ガバナー事務所気付地区指名委員会宛

共和小学校／57 名

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

8／1（木）津久井中央
8／2（金）津久井※

県立相模原高校／81 他先生方 8 名
ロータリー関係手伝い／26 名

相模原橋本※（～4 日、七夕会場テント）

来賓／3 名＋地区委員会関係

8／6（火）相模原中※
週報受領

上溝小学校／28 名

相模原グリーン※

8／8（木）相模原※

（公共イメージ委員長・奉仕プロジェクト委員）
相模原ニューシティ※

相模原南 相模原柴胡

保護者／401 名
メール／119 名（7／31 受付分含）

ビジター＆ゲスト

F A X／109 名

石渡 星舞 君（弥栄高校／青少年交換フランス派遣）

往復はがき／107 名

廖

計5名

郁寧 さん（女子美術大学／米山奨学生）

Total

1,031 名＋α

会員知人数名、当日来場あり（一般の当日入場不可）

3,400 円で CDR に録音・・依頼済み

保護者の伝手で当日来場あり？

写真撮影・・・南 RC 中村辰雄さん

★受付リーダー（座間会員）が確認・判断

ビデオ撮影・・・田所会員（電源はホールで用意）

会員は来賓席（前列中央）に 3～4 名配置

撮影場所は当日確保する

（接待／座間・藤井・判治他）

集合写真・・・11：10 はじめの会の時に

ホール・誘導担当リーダー（角尾会員・中丸会員）は、

（会員含め集合）

手伝いの皆さんに担当場所・誘導等を指示。

総合司会（各学校紹介まで）・・・齋藤幹事

受付開始／学校関係 12：15、一般 12：30 としている

吊看板設置（紙切り作業あり数名手伝い）

最も混乱が予想される時間帯

受付用テーブル・・・ホールに依頼する

他クラブ手伝い／相模原南 RC

8 名（大谷 RGA 含） 変更・追加事項

相模原グリーン RC
相模原 RC

11 時～11:30
頃までに来場
弁当なしで
お願い済み

相模原西 RC

3名

l 保護者入場と一般入場の時間差・・トラブルの要

1名

因になりかねない ⇒ 一律 12：30 で

1名

（猛暑予想・・様子を見て早めの入場もあり）

相模原かめりあ RC 5 名

l 災害時の避難誘導と非常口開錠（2 か所）の方法

（当日の振り分けを考えておく／角尾・中丸両会員） l 避難場所は相模大野中央公園
l クラブ会員昼食は例会費で弁当用意

終演時間／16：05 に変更
懇親会／17：30～（先生方は 30 分遅れ）

（11 時頃までには済ませる／1 階第一楽屋）

（栗林 AG、杉崎さん、遅れて参加） l
l

会計（予算）／配布資料の通り△396 円

J-com 取材・撮影あり
（8／6 17：00～デイリーニュース放送）

弁当数が当初予定数より増えた為、＠下げて見積り。
会員集合／9 時（会長・幹事／8：30 現着予定）

救護室は 1 階第一楽屋に変更（舞台近くの為）

l

8：55 正面入り口開錠（児童・生徒入場） l
その他

近隣消防署には電話連絡済み
感想（児童生徒）アンケート（一般）は、プログ
ラムと共に配布。回収用箱用意。

舞台設営（高校生主体で）約 1 時間

l

補助金は未入金（仮払いで対応）

照明はリハーサルしながら確認作業

l

奉仕プログラム青少年奉仕で 15 万円予算計上
（多少の赤字は OK）

各種張り紙（テープ不可／クリップで）
（正面ガラス戸のみテープ可）
万が一スタンド花が来たら、スタンド持ち帰り

l

受付は ATM 方式で、混雑時は何処でも受付可に

l

受付は代表者のみ並び、人数分プログラム渡す

2 階 1 列目手すりが低いので注意

プログラムを持った方から順次入場誘導

（各校先生に高学年が座るよう連絡済）
タイムキーパー
小学生演奏中・・・県相・安西先生
〃 ・・・共和・内田先生

鍵の管理（楽屋とも）・・・齋藤幹事
演奏中もロビー（受付）2 名（事務局他）
場内整理として、各入り口に１名×6 口
11：45 グリーンホール担当者から説明あり
駐車場地下 5 台確保 ⇒

些細な事でトラブルになる可能性あり（十分注意）
スムーズな受付・誘導を心掛けましょう！

ゴミは持ち帰り（楽屋も）

高校生

l

共和小保護者へ

出 席 報 告

スマイル報告
角尾彰央

会員

今年度累計

￥6,500

石渡さん、ようこそいらっしゃいま

した。1 年間のフランス派遣、頑張って下さい。ユネ
ちゃん、8／3 宜しくお願いします。

今後の予定
8／14（水）夏季休会（定款第 8 条第 1 節(ｃ) による）
8／21（水）クラブ協議会【公式訪問に備えて】AG 訪問
8／28（水）クラブ協議会【ひばりの夢コンサート反省会 】
9／4（水）クラブ協議会【杉岡芳樹ガバナー公式訪問】

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

14 名

2名

9名

3名

1名

0名

75.00 ％

