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第 1860 回

例会

◇点
鐘 五十 会長
◇国歌斉唱
◇ソ ン グ “四つのテスト”
◇ゲスト並びにビジターの紹介
ゲスト：米山記念奨学生 イクバル・トゥーバさん

8月

公共イメージ委員長

22 日（月）

◇ニコニコ BOX 報告
五十 会長：いつまで経っても暑くて体にこたえてます。
気を引き締めてお過ごしください。
勝山 功君：金田会員、数田会員から預かったオリンピッ
クの賞金、ニコ BOX に預けておきます。
新原俊夫君：北海道の娘家族が久しぶりに来ました。車で
したので、心配しておりました。
上田正宙君：8/1、有礒神社にお越しいただきありがとうご
ざいました。いつでも「献金」を受け付けています。
宮田義弘君：ご寄付下さった方々、どうもありがとうござ
いました！
宮崎外男君：本日は、甲子園決勝戦です。立野の 2 歳児、
早く見つかるといいですね。
野尻信晴君：今年も行うかなと思います
あなたがどこかの坂道で踊っている気がして
おわら風の盆
【今年度ニコ BOX 累計額 81,000 円】

◇会長挨拶並びに報告
皆さんこんにちは。毎日暑い日が続いていますが、くれ
ぐれも気を緩めないで生活してください。コロナが大体毎
日 2,000 人台の感染の報告がされていますが、ほどんどが
軽症ということで、在宅治療に回されています。ですから、
大体 2 万人弱が在宅で療養されているのではないかと思
います。富山県民が 100 万人とすると 2％ぐらいがコロナ
で自宅療養中ということになります。基準もだいぶ緩和さ
れて、かかってから 10 日間で症状が無ければ OK、早い
方では 7 日間の隔離で検査し陰性が確認できれば OK で
す。かかると体に負担がかかります。感染するとすれば人
混みですので、不要不急外出は控え、出る場合は人混みを
避け、注意してください。しつこいようですが、帰られた ◇本日のプログラム（担当：会員増強）
ら必ず、目・鼻・口・うがい・飲水のこの 5 つをチェック 「会員増強月間に因んで」
してください。そうすれば、かなり感染が低くなると思い
五十
豊 会員増強委員長
ます。くれぐれも気を付けてお過ごしください。
１.指針
◇トゥーバさんに 8 月分の奨学金をお渡しする
クラブ発展のため、ロータリー活動に理解があり、
年齢層を問わず、優秀な会員を増強する
◇幹事報告
２.事業内容
１） 来週 8 月 8 日（月）例会、再来週 8 月 15 日（月）
①会員の退会を未然に防止する努力をする
例会は例会取消です。8 月 22 日（月）例会は「会員
②会員純増男女 1 名以上を目指す
増強月間に因んで」です。ご確認ください。
③例会プログラム担当
◇出席報告

出席者 23 名 メイクアップ済 1 名

名誉会員

会員数

本日の出席率

1名

35 名

82.76 ％

7/25 例会
修正出席率
82.76 ％

○活動に積極的に参加する会員
地元地域のニーズと習慣、
最近の傾向や変化
→ 会員増強の行動計画を立てる

①ビジョン/D.E.I.の共生社会 と
②目標/会員純増男女 1 名以上
→入会と参加を促す
③実行項目
→全世代の勧誘！
→会員 1 人.1 名勧誘 !
→例会・催しへの積極的な招待！
→クラブ全体で計画を立て、
全会員の意見を取り入れていく
20 才台
0 名(女子)
30 才台
0
40 才台
5 14%
50 才台
6 (2) 17%
60 才台
6 (1) 17%
70 才台
12 33%
80 才台
6 17%
90 才台
1 3%
計
36 (3)
全世界で会員の
50〜69 才 52%
70 才以上 22%
-------------------現役 71%
定年退職 26%
会員満足度調査結果（回答数 8）
1． 本クラブの会員であることにどのくらい満足してい
ますか
→無回答(4) 50％
（満足している(2)、ある程度満足している(2)
各 25％）
2． 本クラブの会員、例会、雰囲気について
・例会は時間を費やす価値があると思う
→ある程度そう思う(3)、どちらともいえない(3)
同率 37.5％
（そう思う(2) 25％）
・クラブは新会員がすぐに打ち解けられるよう配慮
している
→そう思う(5) 62.5％
（どちらともいえない(3) 37.5％）
・会員は互いへの思いやりを持っている
→そう思う(5) 67.5％
（どちらともいえない(2) 25％、
ある程度そう思う(1) 12.5％）
・クラブは地元地域の職業・人口構成を反映してい
る
→どちらともいえない(4) 50％
（ある程度そう思う(2)、あまりそう思わない(2)
各 25％）
・クラブは各会員の関心、スキル、スケジュールに
応じて、できるだけ行動に参加するよう呼び掛けて

いる
→どちらともいえない(4) 50％
（そう思う(2)、ある程度そう思う(2) 各 25％）
3． 例会について
・国際ロータリーの最新情報の紹介
→まあまあ(5) 67.5％
（よい(2) 25％、あまりよくない(1) 12.5％）
・長さ
→よい(4) 50％
（まあまあ(2) 25％、非常によい(1) 12.5％
あまりよくない(1) 12.5％）
・交流に充てる時間
→まあまあ(4) 50％
（よい(3) 37.5％、非常によい(1) 12.5％）
・職業のネットワークづくり
→よい(2) 25％
（まあまあ(3) 37.5％、非常によい(2) 25％
あまりよくない(1) 12.5％）
・主題の多様さ
→まあまあ(6) 75％
（非常によい(1)、よい(1) 各 12.5％）
・場所
→よい(3) 37.5％
（非常によい(2) 25％、まあまあ(2) 25％、
あまりよくない(1) 12.5％）
・例会曜日と時間
→よい(3) 37.5％
→まあまあ(3) 37.5％
（非常によい(1)、あまりよくない(1) 各 12.5％）
・食事や飲み物
→良い(5) 50％
（非常によい(2)、まあまあ(2) 各 25％）
・講演者とプログラム
→まあまあ(4) 50％
（非常によい(2)、よい(2) 各 25％）
4． 本クラブの奉仕プロジェクトについて
・奉仕プロジェクト（全体）の数
→ちょうどよい(7) 87.5％
（少なすぎる(1) 12.5％）
・社会奉仕プロジェクトの数
→ちょうどよい(6) 75％
（多すぎる(1)、少なすぎる(1) 各 12.5％）
・国際奉仕プロジェクトの数
→ちょうどよい(6) 75％
（多すぎる(1)、少なすぎる(1) 各 12.5％）
・奉仕プロジェクトはよく運営されている
→そう思う(4) そう思わない(4) 同率 50％
・クラブは奉仕プロジェクトを通じて世界または地
域社会に貢献している
→そう思う(4) 50％
（そう思わない(3) 37.5％、
特に意見なし(1)12.5％）

・奉仕プロジェクトへの参加は私にとって意義があ
・私がロータリー会員であることの価値を家族も認
る
めている
→そう思う(4) 50％
→そう思う(2)、ある程度そう思う(2)、どちらともい
（そう思わない(3) 37.5％、
えない(2)、あまりそう思わない(2) 同率 25％
特に意見なし(1)12.5％）
・私がロータリー会員であることの価値を友人もみ
5． 本クラブのコミュニケーションと対応について
とめている
・会員には十分な連絡が行われている
→どちらともいえない(5) 67.5％
→そう思う(3) 37.5％
（あまりそう思わない(2) 25％、そう思う(1)
（ある程度そう思う(2) 25％、どちらともいえない
12.5％）
(2) 25％、あまりそう思わない(1) 12.5％）
・ロータリーを通じて地域のために貢献できる
・クラブは会員の声に十分耳を傾けている
→ある程度そう思う(4) 50％
→どちらともいえない(4) 50％
（そう思う(2) 25％、どちらともいえない(1)
（そう思う(3) 37.5％、ある程度そう思う(1)
12.5％ あまりそう思わない(1) 12.5％）
12.5％）
・ロータリーを通じて世界のために貢献できる
・クラブは会員からの意見やアイディアを積極的に
→ある程度そう思う(4) 50％
募っている
（どちらともいえない(2) 25％、そう思う(1)
→そう思う(3) 37.5％
12.5％ そう思わない(1) 12.5％
（どちらともいえない(2) 25％、あまりそう思わな 7． クラブの参加について
い(2) 25％、ある程度そう思う(1) 12.5％）
・私はクラブの行事に家族、友人、同僚をよく誘う
・クラブは会員の意見やアイディアに基づいて運営
→どちらともいえない(6) 75％
されている
（あまりそう思わない(2) 25％）
→どちらともいえない(4) 50％
・私は、資格ある候補者に入会を誘っている
（ある程度そう思う(3) 37.5％、そう思う(1)
→どちらともいえない(3)、あまりそう思わない(3)
12.5％）
同率 37.5％
・本クラブの変化のスピードは適切だと思う
（そう思う(1)、ある程度そう思う(1) 各 12.5％）
→そう思う(4) 50％
・私はクラブの活動／プログラムに頻繁に参加して
（どちらともいえない(2)、あまりそう思わない(2)
いる
各 25％）
→そう思う(4) 50％
・クラブは会員のニーズに合わせて手続きや規定を
（ある程度そう思う(2)、どちらともいえない(2)
更新している
各 25％）
→そう思う(4) 50％
・私は、当クラブを誇りに思う
（どちらともいえない(3) 37.5％、ある程度そう思
→そう思う(4) 50％
う(1) 12.5％）
（ある程度そう思う(2)、どちらともいえない(2)
6． 会員であることの価値について
各 25％）
・私はクラブで歓迎されていると感じる
8． 会員が払う費用について
→そう思う(3) どちらともいえない(3) 同率 37.5％
・クラブ会費
（ある程度そう思う(2) 25％）
→ちょうどよい(8) 100％
・クラブを通じて貴重な人脈作りができる
・例会の会費
→そう思う(3)、ある程度そう思う(3) 同率 37.5％
→ちょうどよい(8) 100％
（どちらともいえない(2) 25％）
・ニコニコＢＯＸ
・クラブでは私の才能・スキルを生かす機会がある
→ちょうどよい(7) 87.5％
→どちらともいえない(4) 50％
（低すぎる(1) 12.5％）
（ある程度そう思う(2) 25％、そう思う(1)
・クラブ賦課金／特別会費
12.5％、あまりそう思わない(1) 12.5％
→ちょうどよい(7) 87.5％
・会員としての経験は、会費を支払う価値がある
（高すぎる(1) 12.5％）
→どちらともいえない(4) 50％
・奉仕活動用に求められる募金
（そう思う(2)、ある程度そう思う(2) 各 25％）
→ちょうどよい(8) 100％
・ロータリー会員としての経験は、時間を費やす価
・ロータリー財団のために求められる寄付
値がある
→ちょうどよい(7) 87.5％
→そう思う(3)、どちらともいえない(3) 同率 37.5％
（高すぎる(1) 12.5％）
（ある程度そう思う(1)、あまりそう思わない(1)
各 12.5％）

