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 ８月もいよいよ終わりになり吹く風も一時より

和らいでさわやかな気候になってきました。7 月に

会長になりましたが振り返ってみても刺激があっ

たのか無いのか、何かフワフワしたなかで 2 ヶ月

が過ぎようとしています。 
この 2 ヶ月間で気になっているのは例会出席率

のことです。本年度第 1 回例会は会員４４名中３

８名の出席で８６．３６％。第２回例会も同じく

８６．３６％。第３回例会は３７名出席の８４．

０９％。第４回例会は前回と同じ８４．０９％。

第５回納涼例会は７４．４２％。第６回例会は８

１．８２％（ＭＵ含まず）となっています。第５

分区の平均出席率はおおよそ８４％前後ですので

当クラブ出席率は多少下回るかもしれません。第

５分区内では過去の記録を見てもいつも最下位で

す。厳しい出席義務規定を設ける気持ちはありま

せんが、以前からこの最下位から早々に脱却した

いものだと思っていました。出席率は会員１人あ

たりが２．２７％の割合があります。長期欠席者

が２名いますから１００％の出席率は望めません。

例会当日に急に欠席となっても前後１４日間のメ

ーキャップ期間がありますので積極的に利用する

ことが必要と思います。出席担当の小西会員が出

席率の発表をしてくれますが、あと２人出席する

と９０％を超えたのになあと毎回思います。 
９月２８日はガバナー公式訪問例会です。出席

率９０％以上を目標にしたいと思いますので皆様

の協力をお願いします。 
  

■ 幹 事 報 告                大塚 博巳君 

• ９月度理事会は例会終了後に開催いたします。 

• 第２６２０地区より地区大会登録の案内が届い

ております。 

• 藤枝市緑を進める会より緑の募金運動のご案内

が届いています 

■ 出 席 報 告           小西 啓一君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

37／44 84.09％ 38／44 86.36％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○落合君 ○後藤君 ○平君 ○山田君 

栗原君 鈴木舜君 仲田晃君 

(２)メークアップ者 

松葉 義之君（藤枝南） 江﨑 晴城君（静岡） 

■ スマイルＢＯＸ        小西 啓一君 
• 夫人誕生祝ありがとうございます。本日８月 

３１日が妻の誕生日です。          竹田 勲君 

• 昨日、藤枝ゴルフ会員感謝ゴルフ大会がありま

して、優勝してしまいました。今度のロータリ

ーゴルフも頑張ります。         河井 宏文君 

• 今月、娘がサッカーの全国大会に出場すること

ができました。ロータリアンの先輩からも心あ

たたまる賛助金をいただき、誠にありがとうご

ざいました。娘と親、大変良い経験ができまし

た。                         島村 武慶君 

スマイル累計金額 ９２，０００円 
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■ 委 員 会 報 告            

会員増強委員会 

１．８月２４日実施「会員満足度」アンケート報

告 クラブ研修リーダー村松 英昭 

２．８月２４日実施「楽しめる例会について」ア

ンケート報告 会員増強委員長 松葉 義之 

３．テーブルディスカッション 

『未充填職種、職業の再確認と新しい種類の

仕事を紹介』 

◎入会見込み者、入会を勧めたい人の紹介 

 

【アンケート内容報告】 

※ 「会員満足度」アンケート 

    ≪配布数 36 回収数 35≫ 

 

クラブ研修リーダー 

村松 英昭君 

 

 

 

１．クラブに歓迎されていると感じますか 

    はい 34、 いいえ 1、 他 0 

２．クラブ指導者に懸念事項を伝える事が出来ま

すか？ 

    はい 26、 いいえ 7、 他 2 

３．活動にどの程度参加していると思いますか 

 Ａ．会員増強 

    適度 23、 不十分 8、 他 4 

 Ｂ．会員のためのオリエンテーションと教育 

    適度 22、 不十分 7、 他 5 

 Ｃ．地元の奉仕プロジェクト 

    適度 18、 不十分 10、 他 7 

 Ｄ．国際奉仕プロジェクト 

    適度 17、 不十分 6、 他 11 

 Ｅ．クラブの広報活動 

適度 18、 不十分 11、 他 6 

 Ｆ．募金活動 

適度 23、 不十分 3、 他 9 

 Ｇ．ロータリー財団の活躍 

適度 22、 不十分 4、 他 9 

 Ｈ．親睦活動 

適度 32、 過度 3 

４．クラブのプロジェクトや活動に参加した 

はい 20、 いいえ 8 

５．略 

６．クラブの活動やプロジェクトに参加し、どの

くらい満足していますか 

満足 26、 不満足 3、 他 1 

７．会員にかかる費用についてどう思いますか 

 Ａ．クラブ会費 

    妥当 26、 過度 9 

 Ｂ．例会の費用 

妥当 26、 過度 7 

 Ｃ．ニコニコボックス 

妥当 25、 過度 7 

 Ｄ．奉仕プロジェクトへの自主的に寄付 

妥当 25、 過度 7 

 Ｅ．ロータリー財団への自主的に寄付 

妥当 25、 過度 7 

８．例会の次の点についてどう思いますか 

 Ａ．ロータリーに関する内容 

    大変良い 5、 適当 26、 不十分 0 

 Ｂ．例会の長さ 

大変良い 3、 適当 28、 不十分 0 

 Ｃ．プログラムの構成 

大変良い 1、 適当 31、 不十分 0 

 Ｄ．親睦の時間 

大変良い 3、 適当 26、 不十分 3 

 Ｅ．ネットワーク作りの機会 

大変良い 3、 適当 17、 不十分 7 

９．略 

10．例会を改善する為に必要な事は？ 

・ 職業に関する情報により力を入れる 15 

・ 良い講演者            10 

・ 親睦を強調する           6 

・ 奉仕の機会を増やす         5 

・ 時間を効率的に管理する       4 

・ プログラムの主題を豊富にする    3 

11．クラブの親睦活動をどのように感じますか 

適度 31、 他 0 

12．クラブのウェブサイトや会報で提供されるロ

ータリーの情報量についてどう思いますか 

適度 25、 過度 2、 不十分 3 

13．ウェブサイトや会報を適切に表す言葉はど

れ？ 

 ・有用 15     ・情報が豊富 7 

 ・用途が少ない 4  ・面白い 2 

14．貴方の配偶者や家族は、貴方がロータリーに

参加している事をどのように思っていますか 

 ・誇りに思っている 13 

 ・会員の配偶者、家族との交流をしたい 5 

 ・もっと知りたい、参加したい 3 

 ・会員になる事に関心がある 3 
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※「楽しめる例会について」アンケート 

≪配布数 36 回収数 32≫ 

 

会員増強委員長 

松葉 義之君 

 

 

 

１．例会は楽しいですか 

≪楽しい≫ 

・知人や仲間に会える。先輩、異年齢の会員と

の交流が楽しい。出会い等から友情が生まれ

た。 

・ヒューマンネットワークが広がる 

・異業種や種々の職業会社の方々との話し合い

から色々な刺激を頂く 

・家族的で気軽に過ごせて楽しい 

・卓話が良くて楽しみ、未知の事柄を知る機会 

・仕事に関係ない話題の会話が出来友人も出来

た 

・若い会員が気持ちよく行動してくれる。頑張

っている姿を見て元気をもらっている 

・全てが楽しく、為になる話やウンチクも多く

聞け例会が楽しみです 

・ゴルフや趣味の話からも多くを得て良い所で

す 

・楽しいから３０数年８０％以上の出席が維持

出来たと思います 

・自分の人生の居場所の一つになっている 

・入会間もないのに、皆様から気軽に話し掛け

て頂き大変楽しいです 

≪どちらともいえない≫ 

・外部卓話、会員卓話いずれも自分に興味ある

時は楽しいが、そうでない時は早く終わって

ほしいと思う 

・仕事の関係上時間調整が難しく、苦労してい

る。例会は楽しませてもらっている 

・例会参加は楽しみにしているが、例会の時間

が短いため伝達の場と云う印象があり、例会

を楽しむところまではまだ到達していない 

・サラリーマン会員で会社業務優先でロータリ

ー活動に制約を受けざるを得ない。又人事異

動で数年で退会を想うと落ち着いて活動しに

くい 

２．例会をより楽しむためにはどのようにした

らよいですか？ 

・まず参加する事が大切〔休まない〕色々な事

業にも積極的に参加することだ 

・互いに知り合うことが大切。全会員と積極的

に接する努力をする 

・年代を超えた交わりをより密にしたい 

・会員同士が隔たりなく会話出来る環境づくり 

テーブルメイトの活用など 

席の工夫、指定回数増で交友拡大を 

テーブルごとのディスカッション 

・ロータリーソングにも有るように何時でも挨

拶がしっかり出来るようになればより良い 

・会員卓話、外部卓話、趣味の会、同好会等の

卓話を期待します 

・ベテラン会員の卓話からクラブの歴史、活動

の歴史を再認識して“藤枝ＲＣ”の一員とい

う帰属意識を高める 

・例会の前後の時間を利用してより親睦を深め、

情報交換をするよう努力する 

・テーブルメイト、同好会に家族を交えて進め

る事も有効と思う 

・家族的な行事の検討も大切と思う 

・以前に比して移動例会、職場訪問等が少なく

なっていないか。増やせないか。また時には

一日の小旅行も楽しいと思う 

・夜間例会をふやしたら 

＊ 仕事を頑張り何とか時間を作っている 

＊ 個人的な時間調整が難しく苦労している。

夜間例会であれば出席しやすい 

・時には会場変更もどうか 

＊ 食事も楽しみの一つ、たまには他の食事

も食べてみたい 

・発言の機会があまり無いので何かで発言の機

会を得たい 

・外部の人に藤枝ロータリーを知ってもらい、

又発言を言ってもらい例会運営に反映したら

良い            

（担当／石間君） 


