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RI第 2730地区ガバナー 喜島健一郎                                                     

                                     

地区幹事  岩切承自 

 

クラブと会員のロータリーに関する意識調査アンケートのお願い 

前略 貴クラブ益々ご隆盛のことと存じます。 

さて、日本のロータリー100 周年実行委員会より上記意識調査(アンケート)

に対する協力要請がまいりました。 

添付内容をよくお読みになり、ネットを通じてご回答いただきますようお願

いいたします。11月 20日が締め切りとなっております。尚お問い合わせに付

きましては、地区ガバナー事務所あてお願いいたします。 

ご 多 忙 の こ と と は 存 じ ま す が 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。           

草々 

 

 

 

                          

       喜島健一郎ガバナー事務所 
住所    〒880-0806 宮崎市広島 1 丁目 3 番 3 号 秀豊ビル 4F 

TEL     0985（20）3180 

FAX    0985（20）3181 

E-Mail   kijima2730@air.ocn.ne.jp 

専用携帯  080-2786-1726 
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ロータリークラブ会長 各位 

日本のロータリー100 周年実行委員会 

2019-2020 年度 

委員長 RI 理事 三木 明(RID2680) 

ビジョン策定委員会 

「クラブと会員のロータリーに関する意識調査（アンケート）」のお願い 

拝啓 清秋の候ロータリークラブの皆様にはお元気にご活躍のこととお慶び申し上げます。 

さて、日本のロータリー100 周年実行委員会では、来年 2020 年を日本のロータリーにとって新

たなスタートとなる意義ある年にすべく準備を進めております。 

100 周年実行委員会では、2017 年 4 月～5 月にかけて、全クラブ対象 WEB アンケート（「2020

年日本のロータリー100 周年に関するアンケート」）を実施しましたが、クラブの関心が極めて

高く、高い回答率（61.5%）でした。（結果は、地区ガバナー事務所を通じて各クラブに送付す

るとともに、『ロータリーの友』2017 年 11 月号に掲載いたしました。）なかでも、ビジョン策

定委員会が作成した質問に対する回答は、日本のロータリークラブが直面する課題を端的に浮き

彫りにしたと考えます。 

ビジョン策定委員会では、日本のロータリアンの意識とロータリークラブの現状と課題を充分に

踏まえて、ビジョンの方向性を定め、来年「100 周年ビジョンレポート」をまとめてゆきたいと

考えています。 

前回のアンケートで得られた、クラブの現状と課題に関するデータを踏まえ、さらに、クラブと

ロータリアンの意識を深く探るべく、再度全クラブに対する WEB アンケートを企画いたしまし

た。 

今回は、各クラブ 5 名（クラブ会長と会員歴が偏らない 4 名の会員：例えば、入会 3 年以内、

4~10 年、11 年~20 年、20 年以上の会員 1 名ずつ）にご回答いただきたいと存じます。 

つきましては、以下の要領でアンケートにご協力いただきたくお願い申し上げます。 

WEB 形式になっており、下記 URL（メール内に記載）にアクセスしていただき、ネットを通

じてご回答をお願いいたします。何かとお忙しいときと存じますが、趣旨ご理解賜り、皆様のご

協力を心よりお願い申し上げます。 

               敬具 

記 

 

１）趣旨を御理解頂きご回答をお願い申し上げます。「A.クラブ会長対象」の項目はクラブ 

会長にご回答お願いします。「B.クラブ会員対象（会員歴別）」は 4 名の会員に割振って頂いた

上でご回答お願いします。 

◎会長アンケート 

https://creativesurvey.com/ng/answers/6059331a21bad2ab74690cc7422365/ 

◎会員アンケート 

https://creativesurvey.com/ng/answers/3c0f628ba97324822f50368e8dee61/ 
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２）WEB アンケートの内容を簡単に別紙におつけいたしました。印刷して頂いて 

事前に下書きして WEB に入力頂くと便利です。 

３）WEB アンケートのシステムは控えの画面や確認メールは届きません。その意味でも、別紙

を印刷し、メモするなどご活用下さい。 

４）訂正の場合は再度お送り下さい。 

４）WEB アンケートのご回答は、11 月 20 日（水）までにお願いいたします。 

５）WEB アンケートの URL は上記の通りです。アドレスをコピーして頂き、ペーストして開

いて頂くか、メール本文のアドレスをクリックして下さい。 

６）尚、このアンケートは 15~20 分程度でご回答いただけます。 

７）お問い合わせは地区経由にてお願い申し上げます。 
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第 2 回全クラブ WEB アンケート項目          2019.10 月実施 

A. クラブ会長対象 

１．2016 年規定審議会において、クラブ運営に大幅な柔軟性（例会、出席、 

会員身分）が認められました。 

（１）あなたのクラブではどのように対応していますか？ 

  □従来の規定通りに運営している 

  □柔軟性を取り入れた（複数回答可）  

   □例会  □出席  □会員身分  

  □今後導入する予定 

□その他（                         ） 

（２）柔軟性を取り入れたクラブに、その効果についてお聞きします。 

  □効果があった（複数回答可） 

   □例会出席率が高まった  

□会員増強できた  

□クラブに活気が戻った  

□その他（                    ） 

  □特に効果はない 

  □逆効果だった（                     ） 

２．クラブの「ビジョン」と「戦略計画」について 

（１）あなたのクラブには、10 年以上先のクラブの「ビジョン」（クラブのある 

べき姿を描いた将来像）がありますか？ 

□「ビジョン」を策定した  

□今後「ビジョン」を策定する予定 

□「ビジョン」を策定する予定はない 

□「ビジョン」は必要ない 

（２）あなたのクラブには、今後３～５年の、目標設定を含んだ「戦略計画」 

（行動計画 Action Plan）がありますか？ 

□策定した □今後策定する予定 □予定はない □必要ない 

３．あなたのクラブを元気にするために必要なことは何ですか？（複数回答可） 

  □クラブの「ビジョン」を描き、「戦略計画」（行動計画）を推進する 

  □全会員の積極的参加を促す  

□クラブ内のオープンなコミュニケーションを図る  

□年度を超えたリーダーシップの継続性を図る  

□クラブ運営の実態を反映した細則を整備する  

□会員同士の交流を深める  

□会員が心から関心を持てる活動に参加できるようにする  

□次世代のクラブリーダーとなれる人材を育成する  
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□クラブ運営に必要な委員会を柔軟に設置する  

□その他（                        ） 

４．クラブの会員増強について 

（１）あなたのクラブの会員数は、１０年前に比べて（創立が１０年以内のクラ 

ブは、創立時に比べて） 増えましたか？ 

□増えた □減った □変わらない 

（２）会員増強に対する意識を教えて下さい（複数回答可） 

□会員増強はクラブの存続問題  

□元気なクラブにするために重要である 

   □重要性はわかるが、どうすればよいかわからない 

   □クラブにふさわしい会員候補者が地域に居ない 

   □RI や地区からの目標設定を負担に感じる 

   □特に考えていない 

   □その他（                ） 

５．あなたのクラブは、会員に対してどのようなロータリー研修を実施していま 

すか？（複数回答可） 

□新会員に対するオリエンテーション 

□クラブ主催の新会員セミナー 

□現会員に対するセミナー・勉強会  

□テーマを設定したクラブフォーラム 

□地区のセミナーに参加させる 

□何も実施していない 

□その他（                 ） 

６．あなたのクラブでは地域社会に対する奉仕プロジェクトを実施しています 

か？（過去～現在） （複数回答可） 

□毎年実施する奉仕プロジェクトがある  

□地区補助金を利用した奉仕プロジェクト 

□分区・グループ等複数のクラブの合同プロジェクト 

□他の団体や行政と連携（or 共催）した奉仕プロジェクト 

□地区主催のプロジェクトに参加  

□実施したことがない 

□その他（               ） 

７．あなたのクラブでは、会員がロータリーの活動に積極的に参加する（engage） 

のを促すためにどのように工夫していますか？（複数回答可） 

□親睦の機会を増やす  

□同好会の奨励  

□ロータリー理解を深める研修の実施  
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□会員増強  

□寄付（fund-raising）に対する意識・理解を高める  

□他クラブへのメークアップ奨励  

□奉仕プロジェクトへの参加奨励  

□地区セミナーやイベントへの参加奨励  

□地区大会への参加奨励  

□国際大会への参加奨励  

□その他（                  ） 

 

8．魅力的な例会とはどういうものだと思いますか？（複数回答可） 

□卓話でのスピーチが面白い  

□親睦を図る機会がある 

□会員同士がアイデア交換する時間がある 

□プログラムのテーマが充実している  

□職業に関する情報が聴ける 

□奉仕プロジェクトの情報提供が豊富  

□時間の管理がよくできている 

□ロータリーの歴史や理念について理解を深める機会がある 

□会員が発言したり登壇したりする機会が多い 

□地域社会と交流する機会がある  

□家族が参加する機会がある 

□ その他（具体的に）                           

 

9．あなた（クラブ会長）の代わりを務められる有望なロータリーアン（次世代のクラブ指導者

候補）はいますか？また、育成していますか？  

□いつでも代われるほどに育っているロータリーアンがいる 

□今後、代われるだろう有望なロータリーアンがいて育てている 

□今後、代われるだろう有望なロータリーアンがいるが、育てていない 

□有望なロータリーアンはいないがロータリー教育はしている 

□有望なロータリーアンはいない、何も実施していない 

□考えたことがない 
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第 2 回全クラブ WEB アンケート項目          2019.10 月実施 

 

B.クラブ会員対象（会員歴別） 

１．あなたは、下記のクラブの活動について満足していますか？ 

 □満足 □どちらかといえば満足 □どちらでもない  □どちらかといえば不

満 □不満 

（１）例会        

（２）親睦活動       

（３）新会員勧誘      

（４）委員会活動     

（５）ロータリー研修    

（６）奉仕活動       

（７）広報活動       

（８）財団・米山への寄付  

（９）会費の額       

（10）会員同士の交流    

 

２．あなたは、より良いクラブにするため、クラブの現状を変えてゆくべきだと 

思いますか？ 

□とてもそう思う □どちらかというとそう思う □あまりそう思わない □

全く思わない □わからない 

 

とてもそう思う、どちらかというとそう思う 人はその理由について（記述） 

 

３．下記のクラブの活動に対するあなた自身の参加の度合いは？ 

□参加したくて、積極的に参加している  □義務的に参加している  □参加したいが、

できていない □できれば、参加したくない □考えたことがない 

（１）例会           

（２）委員会活動        

（３）会員増強           

（４）会員研修          

（５）地域奉仕プロジェクト  
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（６）国際奉仕プロジェクト  

（７）クラブの広報活動      

（８）募金活動             

（９）ロータリー財団寄付   

(10)米山奨学会寄付       

(11)親睦活動   

          

４.あなたは、クラブ内に親しい友人や尊敬する人が何人いますか？ 

  □ 1 人 □ ２～５人 □ ６～10 人 □ 11 人以上 □ いない 

 

５．あなたの仕事（本業）を別にして、ロータリー活動に参加する優先度は？ 

□ロータリーが最優先  

□他の経済や地域の団体活動が最優先 

  □趣味や同好会が最優先  

□ボランティア活動最優先  

□家族の時間最優先  

□他の活動と同等  

□他の活動に比べてロータリーの優先順は低い  

 

６．あなた自身にとってロータリーの価値は何ですか？（あなたがロータリー 

を続ける理由は） （複数回答可） 

□例会が楽しいから  

□生涯の友人、魅力的な仲間ができたから  

□社交の場  

□ステータスだから  

□心からの親睦が得られるから  

□人生の道場  

□リーダーシップを発揮する機会  

□奉仕の理念を実践する機会  

□自己研鑽と学習・成長の機会  

□奉仕活動ができるから  

□人脈・事業機会が広がるから  

□経営理念にロータリーの理念が生かせるから  

□地域社会に貢献できるから  
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□寄付を有効活用できるから 

□世界の仲間とつながっているから  

□世界的な問題の解決に貢献できるから  

□自分が関心を持っているプログラム・プロジェクトに参加できる機会が 

ある 

□その他（                      ） 

 

７．あなたは、まだロータリアンではない友人・知人にロータリークラブへの 

入会を勧めますか？ 

□積極的に勧める  

□勧めてもよい  

□勧めたい人がいない 

□あまり勧めたくない  

□勧めない 

＊勧めたくない、勧めない人はその理由（              ） 

 

８．あなたは、『ロータリーの目的』（Object of Rotary）を知っていますか。 

□他者に説明できるほど、内容も理解している  

□他者に説明はできないが、内容も理解できていると思う 

□知ってはいるが、十分に理解しているとは言えない  

□聞いたことはあるが、あまり覚えていない  

□知らない 

９．あなたが重要だと考えるロータリーの中核的価値観は何ですか？ 

（複数回答可） 

  □奉仕  □親睦  □多様性  □高潔性  □リーダーシップ 

１０．あなたは国際ロータリー（RI）やロータリー全般の情報をどのように入手し

ていますか？ （複数回答可） 

□RI のウェブサイト（My ROTARY）  

□地区のウェブサイト  

□一般のウェブサイト  
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□自クラブのウェブサイト  

□地区ガバナー月信  

□クラブ会報  

□雑誌『ロータリーの友』  

□例会  

□クラブ内研修  

□他のロータリアン 

□先人のロータリーに関する書籍  

□地区セミナー  

□RLI などの研修会  

□地区大会  

□国際大会  

□その他（            ） 

１１．あなたは、今年度の RI 会長テーマや地区ガバナー方針、クラブ会長方針をど

の程度意識していますか？ 

□強く意識して行動している □意識して行動している □意識しているが、行動

できないこともある □知ってはいるが、関心がない  □知らない 

（１）RI 会長テーマ    

（２）地区ガバナー方針  

（３）クラブ会長方針   

１２．RI のビジョン声明や戦略計画（行動計画）を知っていますか？ 

□他者に説明できるほど、内容も理解している  

□他者に説明はできないが、内容も理解できていると思う 

□知ってはいるが、十分に理解しているとは言えない  

□聞いたことはあるが、あまり覚えていない  

□知らない 

１３．これまでのロータリー運動が地域社会や世界、そしてロータリアン自身に 

果たしてきた貢献で何が重要だと思いますか？（複数回答可） 

□地域社会に対する貢献  

□国際親善と世界平和  

□ポリオ根絶 

□未開発国や発展途上国に対する支援  

□職業道徳・職業倫理の高揚 
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□職業上の発想の交換  

□青少年の育成  

□「奉仕の理念」の奨励 

□職業人としての成長  

□会員同士の相互研鑽 

□その他（                          ） 

１４. ポリオ根絶後、ロータリーは、地域社会や世界に対してさらにどのような 

貢献ができると思いますか？（ロータリーが次に取り組むべき大きな課題 

は何でしょうか？） （複数回答可） 

□地域社会・地域共同体の課題解決  

□青少年の育成  

□次世代リーダーの育成  

□地域経済の発展  

□高齢社会の諸問題への対応  

□地球環境保全  

□国連の SDGｓ（持続可能な開発目標）と連携  

□他の奉仕団体とのパートナーシップを推進 

□職業倫理の高揚  

□奉仕の理念の奨励と実践  

□ロータリーの６つの重点分野のどれかに特化  

□その他（                        ）  

 

１５.あなたは積極的にクラブの運営に関わりたいですか？  

□ぜひ関わりたい 

□関わってみたい 

□既に関わっている、関わったことがある 

□できれば関わりたくない 

□絶対に関わりたくない       

 

ぜひ関わりたい、関わってみたい人はどんな分野で関わりたいか（記述） 

できれば関わりたくない、絶対に関わりたくたくない人はその理由（記述）  


