
集計日　：　2016年3月1日

集計期間　：　2016年1月18日～2月29日
総会員数　：　58名
回答者数　：　28名　（回答率48.2%）

問１ はい いいえ 未回答

1. あなたは、　私たちのロータリークラブに受け入れられてい
る（歓迎されている）と感じますか。

27 1 30

1－2　「いいえ」の場合、どうしてですか。

1-2-1　1－2で 「その他の理由」 を選択された方へ。具体的に
記入してください。

- - -

問２ はい いいえ 未回答

2. あなたはクラブ指導者とうまくやれていると思っています
か？

26 2 30

2－2　「いいえ」の場合、どうしてですか。

　・他の会員と比べて、私は歓迎されていないと感じる

　・クラブ指導者と接する機会が少ない。
　・クラブ指導者は自身の行動計画を持っており、他会員の考えに興味を示さない。

日本ロータリーEクラブ2650　2015-16年度会員満足度アンケート（集計結果）

27

1

1. あなたは、 私たちのロータリークラブに受け入れられている（歓迎されている）と感

じますか。

はい いいえ

26

2

2. あなたはクラブ指導者とうまくやれていると思っていますか？

はい いいえ
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問３ 3. 私たちのクラブが、下記の活動に参加している度合いにつ
いてどう思いますか。

過度 適度 不十分 わからない 未回答

[新会員勧誘] 0 11 13 4 30

[会員のためのオリエンテーションと教育] 1 13 9 5 30

[地域への奉仕プロジェクト] 3 18 7 0 30

[国際的奉仕プロジェクト ] 1 15 6 6 30

[クラブの広報活動 ] 0 16 9 3 30

[募金活動] 1 18 7 2 30

[ロータリー財団活動] 1 20 6 1 30

[当クラブ会員間の親睦活動] 0 20 7 1 30

[他クラブとの交流・親睦活動] 0 4 21 3 30

3. 私たちのクラブが、下記の活動に参加している度合いについてどう思いますか。

問４ はい いいえ 未回答

4. あなたはクラブの活動に参加していますか。 22 6 30

4－1　「いいえ」の場合、どうしてですか。
　・居住地の違い 3

　・業務多忙、他の行事との重複 2

　・ＩＴスキルのため 1

0

11

13

4

[新会員勧誘]

過度 適度 不十分 わからない

1

139

5

[会員のためのオリエンテーションと教育]

過度 適度 不十分 わからない

3

18

7

0

[地域への奉仕プロジェクト]

過度 適度 不十分 わからない

1

156

6

[国際的奉仕プロジェクト ]

過度 適度 不十分 わからない

0

16
9

3

[クラブの広報活動 ]

過度 適度 不十分 わからない

1

18

7

2

[募金活動]

過度 適度 不十分 わからない

1

20

6

1

[ロータリー財団活動]

過度 適度 不十分 わからない

0

20

7

1

[当クラブ会員間の親睦活動]

過度 適度 不十分 わからない

0 4

21

3

[他クラブとの交流・親睦活動]

過度 適度 不十分 わからない

22

6

4. あなたはクラブの活動に参加していますか。

はい いいえ

0

1

2

3

4

5

・居住地の違い ・業務多忙、他の行事との重複 ・ＩＴスキルのため

4－1 「いいえ」の場合、どうしてですか。

Strictly Confidential 2/9



問５ 5. クラブの活動に対するあなた自身の参加状況を記してくだ
い。

現在参加している 参加したい 未回答

[新会員勧誘] 10 18 30

[会員のためのオリエンテーションと教育] 11 17 30

[地域への奉仕プロジェクト] 14 14 30

[国際的奉仕プロジェクト ] 8 20 30

[クラブの広報活動 ] 9 19 30

[募金活動] 13 15 30

[ロータリー財団活動] 14 14 30

[親睦活動] 18 10 30

5. クラブの活動に対するあなた自身の参加状況を記してくだい。

　・職業奉仕、親睦活動
　・兵庫地区ので行われる行事

　・ロータリアン行動グループ、ロータリアン親睦活動グループ
　・会員増強、親睦活動、クラブ奉仕、
　・国際奉仕に関する勉強会
　・もっと会う機会を増やしていきたい

5-1　その他、「現在参加している」 活動があれば記入してください。

5-2　その他、これから 「現在したい」 活動があれば記入してください。

10

18

[新会員勧誘]

現在参加している 参加したい

11

17

[会員のためのオリエンテーションと教育]

現在参加している 参加したい

14
14

[地域への奉仕プロジェクト]

現在参加している 参加したい

8

20

[国際的奉仕プロジェクト ]

現在参加している 参加したい

9

19

[クラブの広報活動 ]

現在参加している 参加したい

13
15

[募金活動]

現在参加している 参加したい

14
14

[ロータリー財団活動]

現在参加している 参加したい

18

10

[親睦活動]

現在参加している 参加したい
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問６ 非常に満足 満足 不満足 未回答

6. あなたは、クラブの活動およびプロジェクトへの参加に対し
満足していますか。

1 21 6 30

6-1　「不満足」の場合、どうしてですか。
　・個人的な時間の不都合 5
　・出費が多い 1
　・会員の参加率が低い 1
　・遠隔地に居住している 1
　・自分の知識不足 1
　・個人的な時間の不都合 1

問７ 7. 私たちのクラブに関する以下の費用をどう思いますか。 過度 妥当 安い 未回答

[クラブ会費] 0 24 4 30

[例会の費用] 0 26 2 30

[ニコニコ/分担金] 1 26 1 30

[奉仕プロジェクトへの寄付] 1 27 0 30

[ロータリー財団への寄付] 2 26 0 30

[米山記念奨学会への寄付] 3 25 0 30

[その他の寄付（希望の鐘奨学金など）] 5 23 0 30

7. 私たちのクラブに関する以下の費用をどう思いますか。

1

21

6

6. あなたは、クラブの活動およびプロジェクトへの参加に対し満足していますか。

非常に満足 満足 不満足

0
1
2
3
4
5
6

6-1 「不満足」の場合、どうしてですか。

0

24

4

[クラブ会費]

過度 妥当 安い

0

26

2

[例会の費用]

過度 妥当 安い

1

26

1

[ニコニコ/分担金]

過度 妥当 安い

1

27

0

[奉仕プロジェクトへの寄付]

過度 妥当 安い

2

26

0

[ロータリー財団への寄付]

過度 妥当 安い

3

25

0

[米山記念奨学会への寄付]

過度 妥当 安い

5

23

0

[その他の寄付（希望の鐘奨学金など）]

過度 妥当 安い
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問８ 8.あなたは、毎週の例会について下記の点をどう評価されま
すか。

大変よい 適度 不十分 未回答

[ロータリーに関する内容量] 9 18 1 30

[時間的な長さ] 5 23 0 30

[プログラム構成] 8 18 2 30

[親睦の時間] 2 20 6 30

[情報交換の機会] 2 16 10 30

[例会場所（実施方法）] 6 20 2 30

8.あなたは、毎週の例会について下記の点をどう評価されますか。

問９ 9. 下記の改善はクラブ例会を改善するでしょうか？ 人数
よりよりスピーカー 19
親睦にもっと焦点を当てる 11
プログラムの話題と種類を増やす 12
職業に関する情報にもっと重点を置く 9
家族をもっと巻き込む 3
時間を効率的に管理する 11
奉仕の機会を増やす 10
指導的立場につく機会を増やす 6

問１０ 過度 適度 不十分 未回答

10. 私たちのクラブの親睦活動の量はどのように評価されます
か？

1 19 8 30

　・自身のＩＴスキルの問題（3人）
　・当クラブの専用ウェブサイトとFACEBOOKの二重構成になっている点（3人）

8-1　例会場所（実施方法）が「不十分」の場合、どの面に不便さを感じますか。

9

18

1

[ロータリーに関する内容量]

大変よい 適度 不十分

5

23

0

[時間的な長さ]

大変よい 適度 不十分

8

18

2

[プログラム構成]

大変よい 適度 不十分

2

20

6

[親睦の時間]

大変よい 適度 不十分

2

16

10

[情報交換の機会]

大変よい 適度 不十分

6

20

2

[例会場所（実施方法）]

大変よい 適度 不十分

0

5

10

15

20

9. 下記の改善はクラブ例会を改善するでしょうか？

1

19

8

10. 私たちのクラブの親睦活動の量はどのように評価されますか？

過度 適度 不十分
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問１１ 過度 適度 不十分 未回答

11. 私たちのクラブのウェブサイトやニュースレターを通じて提
供するロータリー情報の量についてどのように評価されます
か。

4 24 0 30

問１２ 12. 私たちのクラブのウェブサイトやニュースレターをあなたは
どのように評価されますか。

人数

興味がある 6
役に立つ 17
情報に価値がある 14
情報に価値がない 0
つまらない 0

用途が少ない 2
情報不足である 0

4

24

0

11. 私たちのクラブのウェブサイトやニュースレターを通じて提供するロータリー情報の量についてど

のように評価されますか。

過度 適度 不十分

0

5

10

15

20

興味がある 役に立つ 情報に価値がある 情報に価値がない つまらない 用途が少ない 情報不足である

12. 私たちのクラブのウェブサイトやニュースレターをあなたはどのように評価されますか。
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問１３

問１４ 14. あなたの配偶者／パートナー／家族は、あなたがロータ
リーに参加していることに関してどのように思っていますか。

人数

誇りに思っている 7

時間をかけすぎると思っている 14

もっと知りたいと思っている 3

費用がかかり過ぎると思っている 5

他のロータリー配偶者／パートナー／家族との交流を求めて
いる

1

会員になることに関心がある 0

関心がない 1

ロータリーを理解していない 1

楽しんでいると思っている 1

職場訪問や会員同士も もっと  スカイプを活用していく。

文字を減らして欲しい

全会員が一堂に会すことは無理にしても、せめて年に2度くらいは機会を上手に使って顔を合わせての親睦が図れるようになるとよいと思
う。例会コメントに対するコメントは、必要のないことと思われる。どうしても伝えたいときは、メールなりを利用すべきだと思う。

会長の時間が長すぎる。ロータリー情報は、各委員会で行えばよい。会長の時間は5分間くらいにしてほしい。その他に会長としてのロータ
リー情報を3分位で流してほしい。

同好会の結成

例会参加したコメントに対してコメントされる方がおられます。いいね！という程度ならいいのですが、個別メール―で評論、批判など非常に
気分が悪いです。指導？おせっかい？勝手？そんな方が上席でおられますとエンジョイロータリーどころではありません。残念で寂しい限り
です

情報もたくさんあり、満足しています。文字だけでなく、写真や動画もあり、満足しています。ただ各地で奉仕活動しても何もアップしない時が
ありますので、必ず担当を決めて、アップすることは必要だと思います。

ウェブを通じての交流だけに相互間の意思の疎通に限界があるところがあるように感じます。

ガバナー公式訪問なども、Ｅクラブらしく、スカイプ会議方式で皆が職場、自宅から参加できるような仕組みが作れないものだろうか？また親
睦においてface to faceに傾倒していくのは、Ｅクラブの本質から逆行しているようにも感じる。何か違和感を覚えるとともに、息苦しさがある
ことも否めない。

奉仕活動は、年一度の事業に絞り 各委員会がそこへ向かって準備し活動する。そんなシンプルで分かりやすいEクラブになると良いと思う。

13. そのほかに、あなたが思う改善点を具体的に記してください。
地区の広報サイトが十分に活用できていないので、公共イメージ委員会にて同サイトの活用に取り組んでほしい。

各種活動への参加度合いが会員によって差がありすぎる

全ての事をweb上で完結できる事

会員増強に力を入れ、より層の厚いロータリークラブを目指す。

情報や意見の誤解のない相互交換。

委員会報告の保存について；　現在のFB「幹事・委員会報告」では年度内のものでも古いものを検索することが難しく、管理運営・奉仕プロ
ジェクト・財団・米山など個別の掲載が望ましい。

地域が広範囲になるため、会員同士の意思の疎通が希薄になり、なかなか一つに纏まらないような気がします。2650地区限定に分けたほう
が意見も纏まり易いと思います

何に対しての改善点かわかりません。

Eクラブとして、どのような活動方法がいいのか、話し合いをすべき。

Eクラブだから出来る手段を創世し、web上での完結を望みます！

配信の日にちを決める、だらだら情報が流れてくると見落としなどがあると思われる、毎週月曜に配信するなどしてなるべくまとめていくべき
と考える出席義務の意味の徹底、クラブ協議会、地区大会、クラブの奉仕事業など

会員が全国にいらっしゃるので中々距離や時間の問題がありますが、、（ウェブ上も大切ですが）、より一層、会える機会を設け
ていければと思います。

0
2
4
6
8

10
12
14
16

14. あなたの配偶者／パートナー／家族は、あなたがロータリーに参加していることに関してどのよう

に思っていますか。
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問１５ 大いに研鑽している 研鑽している 研鑽していない 未回答

15. あなたはロータリーに関して自己研修されていますか 2 24 2 30

15-1　「研鑽していない」の場合、どうしてですか。
研鑽する意志がない 1

何を参考にすればよいかわからない 1

周りに相談する相手がいない 0

問１６ 16. あなたはなぜ日本ロータリーＥクラブ2650に入会されたのか具体的に記してください。
既存会員からの勧誘を受けるまではロータリークラブの詳細を知りませんでしたが、活動詳細を理解するうちに自身の職業人としての育成
ができるのではないかと思い、入会の興味が湧いた。

紹介により

Eクラブに興味があった。

これまでのリアルクラブとは異なりよりスピーディーな現在にマッチングした（社会的背景など考えた）未来型ロタリークラブへの探求。

ロータリーの真髄を勉強できる環境（指導者・資料室など）にあると思ったので入会させていただきました。

肉体的に元クラブへの出席が困難となったため

例会日に必ず出席することが仕事上困難なため、例会参加の幅のあるＥクラブに入会した。

定められた時間に例会出席をすることがかなわない中、一週間のどの時間帯でも参加できる便利さ。
ロータリーの次世代への可能性を感じたため。

上司の勧め

奉仕について勉強したいと思った。　通常のリアルクラブよりは時間の制約なく参加出来る。　福井、滋賀、京都、奈良と遠距離の友人が出
来、仕事にもプラスになると思った

日本で初めてのWWWのロカリティーを持って居るために

もともとロータリークラブを立ち上げたいと思っていたところにお誘いがあったから

尊敬する人に地域の勉強をする会に誘われて、そのグループがEクラブに参加したから

多くのリーダーと交流が出来るから。また、居住地域のみならず広範囲に会員の情報を取り入れる事ができる事に魅力を感じる。

先輩会員の勧誘を断れなかったのが一番の理由だが、自分の職業スキルを社会貢献、奉仕と結びつかせる一つのツールとしてのロータ
リークラブの活動に期待をもったので。

勧められて半ば強制的に入会した。

旅先からも、例会に参加できるから。

時間的にも地理的にもトラディショナルクラブに比べ参加しやすいと思った。

地域での立上げが叶わなかったこと。　他のクラブに対し会費の安いこと。　あまり時間に縛られず、パソコンがあればどこからでも出席でき
ること。　今現在は、他のクラブよりしっかりと学べる情報が多いし、会員全員がいち早く情報を得ることができるということを誇りに思ってい
る。

ロータリーアンで居たいと思い、推薦を御願いして、入会しました。

紹介者との人間関係で入会しました。　毎週の例会に、ネット上で参加すれば良いので、仕事が忙しくてもそれほど時間的に負担にはならな
いとの説明があり、それなら私でも参加できるかなぁと思いました。

知人に誘われたことと、地域で活躍している方々と交流していきたいと考えたため。

仕事を持っているので、昼間の参加が難しいのでＥクラブに決めました。

知人に社会人としていろんな職業の人との交流の輪を広げるのに効果的と紹介を受けたため。

先輩ロータリアンがすで入会されており、そこでの印象を聞いて、それならと思い入会しました。

恩返しと理念の賛同

会員であった父の休会に際し、父の友人ロータリアンの方々より推薦いただきました。

例会を通じ、視野の広い奉仕の機会と友情を深めるため！

2

24

2

15. あなたはロータリーに関して自己研修されていますか

大いに研鑽している 研鑽している 研鑽していない

0

1

2

3

研鑽する意志がない 何を参考にすればよいかわからない 周りに相談する相手がいない

15-1 「研鑽していない」の場合、どうしてですか。
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問１７ 17. 日本ロータリーＥクラブ2650で今後どのような活動をしたいか具体的に記してください。

自クラブの活動（奉仕事業、親睦活動）への積極参加と、他クラブの会員との交流。

日本各地での人的交流

web上で完結できるクラブにするべきだと思う。

クラブ会員が一同に関わる事が出来る奉仕活動を立ち上げたい。

Eクラブとして全国的なロータリー活動ができるように、お互いを理解し、協力できるようなネットワークを作り、ロータリーを
活性化するような親睦と奉仕を目指したいと思います。具体的にはロータリー財団と国際奉仕について、詳しい方々から多くを学
びたいと考えています。

国際奉仕関係の活動

Eクラブだから出来るロータリー活動を皆さんと共に築きたい！

高齢者や子供を支える街づくりの活動。

Ｅクラブを、未だに同好会だと思っているロータリアンがいることが情けなく感じます。

日程が他の行事仕事と重なるためなかなか参加できませんが、とりあえず、出来るだけ何にでも参加するきかいを増やしていきた
い。

次年度から出席免除を申請しようと思っています。

奉仕活動にできるだけ参加したいです。

今 自分に出来ることを  やっていきたい。

学生による交換留学を促進したい。

広範囲に会員がいるという条件を、もっと有意義に活用し、Eクラブ2650（日本語の使える全世界）だからできることだと、思わ
れるような活動を考えるべき。
社会奉仕、職業奉仕などと五大奉仕に拘らず（すべてが係わっているはずだから）一つのプロジェクトを立ち上げたら、それに全
員が協力できる取り組みを考たらどうか。
離れていてもメールスカイプなどで、即意見交換できるのではないか。
未だ姉妹クラブはできていないが、例えば何処かで災害が起きたとき、その地域の会員がいち早く状況を把握し、被災者は何を欲
しているかを知って、全会員に呼びかけるとかして、本当に必要なことに応えるようにするとか・・・・。
いつも同じような会員ばかりが、あちこちと全国的に動き回るのはEクラブの特徴と言えないし、引き受ける人が後に続かないこ
ととなる懸念がある・・・。

充実した活動であれば、遠隔地でも参加出来るでしょう。

国内外にクラブ間およびロータリアン同士のネットワークを広げること。

まだまだ、ロータリー自体の勉強不足は否めないのですが、いろんな方々との出会いが大変勉強にもなりますし、もちろん楽しく
もあります。
　具体的な活動は、すぐに思い浮かびませんが、一部の方の負担を減らし
もっと全員が気軽に参加できる方法（会合）などを模索し、実感として何かを
得られたという満足感を持てるクラブの活動にしていきたいと考えます。

ケイタイ安全教室は全国へ広め、またそれとは別に地域でできる奉仕活動をしていきたい。

任期まで与えられた役割はやり抜く

Ｅクラブだから出来る、またＥクラブしか出来ないような社会貢献活動が出来れば私たちの存在価値があるのではないかと思いま
す。

職業を通して得た利益や文化的スキル、知識などを、再分配して、私を支えてくれている社会に恩返ししながら、より素晴らしい
文化の形成への一助になるために活動している。

細々とやって行きたい

財団補助金等を活用した大規模な奉仕活動をやりたい。（他ＲＣクラブとの合同でも良いと思う。）

現在は、具体的な案はありませんが、Eクラブの特性を生かし切れていない気がします。これから、世代がどんどんと進むと、Eクラブの存在
はリアルクラブをある意味凌駕できる存在になると思っています。今はとにかく日本のEクラブのNo1を目指して欲しいと思います。

地域に貢献できる継続的な奉仕活動。（単年ではない活動）

日本各地でＥクラブが出来ているので指導的立場になってゆけばいいし、ローカルのＥクラブと連携を密にしてゆく
地域活動を活発にして奉仕、親睦、研鑚に努める

もっと、簡素化したWEBで完結のできるクラブであるべき、地区大会、親睦、などの出席義務の物は別ですが、
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日本ロータリーＥクラブ2650　2015-16年
度会員満足度アンケート
このアンケートは、会員のクラブの活動・運営に対する満足度を知るためのもので
す。 
クラブ運営改善の基礎資料となりますので、会員の皆様全員に記入をお願いしてい
ます。 
無記名ですので、率直なご意見をお聞かせください。 
（以下の質問の該当する項目に印を付けてください。）

なお、回答期限は２０１６年２月２９日(月) といたします。

*必須

1. あなたは、　私たちのロータリークラブに受け入れられている（歓迎されている）と感じますか。 *

 はい

 いいえ

1－2　「いいえ」の場合、どうしてですか。

※該当する項目すべてに印を付けてください

 他の会員と比べて、私は歓迎されていないと感じる

 より高齢のため

 より若年のため

 性別の違い

 民族性の違い

 クラブ会員が私と交流する努力をしていない

 その他: 

2. あなたはクラブ指導者とうまくやれていると思っていますか？ *
※ クラブの指導者とは役員、理事、各委員長を示します。

 はい

 いいえ

2－2　「いいえ」の場合、どうしてですか。

※該当する項目すべてに印を付けてください

 クラブ指導者はあまりに多く責務を担っているため、私は負担になりたくない。

このフォームを編集

https://docs.google.com/forms/d/1-evYwKFfhDnmQDcdPoQe8ZoXJmLAxAFno-qRNRsGIHc/edit


 クラブ指導者は自身の行動計画を持っており、他会員の考えに興味を示さない。

 クラブ指導者と接するときに、心地よいと感じるほどの会員歴を持っていない

 不平の多い人だと思われたくない。

 クラブ指導者と接する機会が少ない。

 私は将来の自分の負担を増やしたくないのでクラブ指導者と関わらないようにしている。

 私は自分の心証を悪くしたくないので指導者と関わらないようにしている。

 その他: 

3. 私たちのクラブが、下記の活動に参加している度合いについてどう思いますか。 *
※それぞれの活動の種類に対して、参加の度合いを選択してください。

過度 適度 不十分 わからない

新会員勧誘

会員のためのオリ
エンテーションと教
育
地域への奉仕プロ
ジェクト
国際的奉仕プロジ
ェクト 

クラブの広報活動 

募金活動

ロータリー財団活
動
当クラブ会員間の
親睦活動
他クラブとの交流・
親睦活動

4. あなたはクラブの活動に参加していますか。 *

 はい

 いいえ

4－1　「いいえ」の場合、どうしてですか。

※該当する項目すべてに印を付けてください

 居住地の違い

 ＩＴスキルのため

 その他: 

5. クラブの活動に対するあなた自身の参加状況を記してください。 *

現在参加している 参加したい

会員増強

会員のためのオリエンテーション
と教育

地域への奉仕プロジェクト



国際的奉仕プロジェクト

クラブの広報活動

募金活動

ロータリー財団活動

親睦活動

5-1　その他、「現在参加している」 活動があれば記入してください。

5-2　その他、これから 「現在したい」 活動があれば記入してください。

6. あなたは、クラブの活動およびプロジェクトへの参加に対し満足していますか。 *

 非常に満足

 満足

 不満足

6-1　「不満足」の場合、どうしてですか。

※該当する項目すべてに印を付けてください

 自分の知識不足

 その活動についての情報が不足している

 性格的に合わない

 リーダーや他の会員から支援がない

 出費が多い

 個人的な時間の不都合

 その他: 

7. 私たちのクラブに関する以下の費用をどう思いますか。 *

過度 妥当 安い

クラブ会費

例会の費用



例会の費用

ニコニコ/分担金

奉仕プロジェクトへの寄
付
ロータリー財団への寄
付
米山記念奨学会への
寄付
その他の寄付（希望の
鐘奨学金など）

8. あなたは、毎週の例会について下記の点をどう評価されますか。 *

大変よい 適度 不十分

ロータリーに関する内
容量

時間的な長さ

プログラム構成

親睦の時間

情報交換の機会

例会場所（実施方法）

8-1　例会場所（実施方法）が「不十分」の場合、どの面に不便さを感じますか。

※該当する項目すべてに印を付けてください

 当クラブの専用ウェブサイトとFACEBOOKの二重構成になっている点

 例会ページが見にくい

 例会参加環境を見つけるのが難しい

 自身のＩＴスキルの問題

 その他: 

9. 下記の改善はクラブ例会を改善するでしょうか？ *
※該当する項目すべてに印を付けてください

 よりよいスピーカー

 親睦にもっと焦点を当てる

 プログラムの話題と種類を増やす

 職業に関する情報にもっと重点を置く

 家族をもっと巻き込む

 時間を効率的に管理する

 奉仕の機会を増やす

 指導的立場につく機会を増やす

 その他: 

10. 私たちのクラブの親睦活動の量はどのように評価されますか？ *

 過度



 適度

 不十分

11. 私たちのクラブのウェブサイトやニュースレターを通じて提供するロータリー情報の量についてどの
ように評価されますか。 *

 過度

 適度

 不十分

12. 私たちのクラブのウェブサイトやニュースレターをあなたはどのように評価されますか。 *
※該当する項目すべてに印を付けてください

 興味がある

 役に立つ

 情報に価値がある

 情報に価値がない

 つまらない

 用途が少ない

 情報不足である

13. そのほかに、あなたが思う改善点を具体的に記してください。 *

14. あなたの配偶者／パートナー／家族は、あなたがロータリーに参加していることに関してどのように
思っていますか。 *
※該当する項目すべてに印を付けてください

 誇りに思っている

 時間をかけすぎると思っている

 もっと知りたいと思っている

 費用がかかり過ぎると思っている

 他のロータリー配偶者／パートナー／家族との交流を求めている

 会員となることに関心がある

 その他: 

15. あなたはロータリーに関して自己研修されていますか *

 大いに研鑽している

 研鑽している

 研鑽していない

15-1　「研鑽していない」の場合、どうしてですか。



※該当する項目すべてに印を付けてください

 研鑽する意志がない

 何を参考にすればよいかわからない

 周りに相談する相手がいない

 その他: 

16. あなたはなぜ日本ロータリーＥクラブ2650に入会されたのか具体的に記してください。 *

17. 日本ロータリーＥクラブ2650で今後どのような活動をしたいか具体的に記してください。 *

100%: 完成しました。

このコンテンツは が作成または承認したものではありません。

不正行為の報告 利用規約 追加規約

送信
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