
お願い 

源流の会 会長 田中毅 

 

1930 年代、世界大恐慌によって多くのロータリークラブが疲弊した時、シカゴクラブは全会

員にアンケートを行って、その結果をシカゴ大学の社会科学研究機関に提供して分析し、クラブ

を立て直して、その危機を乗り越えました。 

現在の日本のロータリーも同じような危機に直面しつつあるように思われます。シカゴクラブ

のアンケートを基本に、設問に現在のロータリーの問題点をつけ加えました。その回答を専門機

関に分析頼して頂き、将来の日本ロータリーの発展に繋げたいと考えます。 

この設問には多くの個人情報が含まれています。本文をプリントアウトして回答を記入し、無

記名で、封筒密封の上、下記の源流の会庶務事務局にご送付ください。なお、クラブや地区で纏

めて実施していただければ、より効果的なビッグ・データになると思います。会員の皆様から働

きかけてください。 

アンケート締め切りは 3 ケ月後、結果の公表は年末を予定しています。 

分析データは、源流の会ホームページにて公開させて頂きます。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

 

アンケート送付先 

951-8068 新潟市中央区上大川通 5-58 

小山楯夫 宛 

 

 

  



アンケート一覧表 

 

1. あなたの年齢は 

20～30 30～40 40～50 50～60 60～70 70 以上 

2. あなたの性別は 

男  女 

3.ロータリークラブの会員として在籍している年数は? 

3 年未満 5 年未満 10 年未満 20 年未満 30 年未満 30 年以上 

4.貴方のクラブ会員数は? 

20 人以下  21～40 人  41 人～60 人  61 人～80 人  

81 人～100 人 101 人以上 

5.ロータリーに入会した最も大きな理由は？ 

実業家や専門職種の人との付き合いによって利益を得るため        

新しい友人を得るため                                         

社会的な付き合いによって人間性を高めるため                 

クラブ活動を通じて奉仕活動をするため                         

（もし上記質問以外の理由があれば、記入すること） 

 

 

 

6.なぜ、他のクラブではなくロータリークラブを選んで入会したか？ 

 

 

 

7.ロータリーの付き合いは、あなたの事業の発展に寄与したか？ 

はい   いいえ    

8.ロータリーの付き合いは、あなたの親しい個人的な友人の数を増やしたか？ 

はい   いいえ  

9.国際ロータリーは、ロータリーの奉仕理念を会員に充分精通させていると思うか？ 

 はいい       いいえ 

10.あなたのクラブは、ロータリーの奉仕理念を会員に充分精通させていると思うか？ 

はい   いいえ  

11.推薦者は、あなたがクラブに適応するための責任を果たしたか？ 



はい   いいえ  

12.あなた自身は、クラブに適応するために積極的な努力をしたか？ 

はい   いいえ  

13.出席要請が厳しすぎると思うか？ 

はい       いいえ  

14.職業分類制度の廃止は? 

 賛成   反対 

15.ロータリーはあなたの時間を多く奪うと思うか？     

 はい   いいえ  

16.委員会の奉仕活動に参加することは？  

義務である  断ることができる活動である  

17.例会のプログラムの中で一番価値があると思うもの？ 

娯楽   ロータリー情報 親睦  卓話  委員会報告 

18.ロータリーの目的や理念に貢献するようなプログラムをもっと増やすべきか？ 

はい   いいえ  

19.どのようなタイプのプログラムに変えることを望んでいるか？ 

 

 

 

20.もっと教育的な活動を増やすべきか？ 

はい   いいえ  

21.もっと娯楽的要素を増やすべきか？ 

はい   いいえ  

22.もっとロータリーの目的を探求する活動を増やすべきか？  

はい   いいえ  

23.もっと奉仕活動の実践を増やすべきか? 

 はい   いいえ 

24．ロータリアンが事業に取り組むスタンスは 

自らの事業の関連者に対する奉仕  自らの事業の利益 

25.ニコニコ箱に頻繁に寄付しているか？ 

はい   いいえ  

26.ニコニコ箱を継続することに賛成か？ 

はい   いいえ  



27.ニコニコ箱をクラブ管理運営に使っているか? 

 はい  いいえ 

28 あなたのクラブの年会費は? 

 5 万円以下  6～10 万円  11～15 万円  16～20 万円 21～25 万円 

26～30 万円 31 万円以上 

29.クラブ会費に食費は含まれているか? 

 はい  いいえ 

30．クラブ会費と食費は分離すべきだと考えるか? 

 はい  いいえ 

31.どこで例会を開いているか? 

 公共施設 レストラン  ホテル 金融機関 商業施設 

32.貴方が所属している組織は？ 

市民団体 官公庁   公共福祉団体 教育団体 専門職種団体   

商工業組合   労働団体 農業団体 青少年活動団体  宗教団体 

33.これらの組織の中に、ロータリーの奉仕理念を伝えているか？ 

はい  いいえ 

34 あなたにとって、ロータリーと所属団体とどちらが重要か？ 

ロータリーが重要  所属団体が重要  

35 積極的に新クラブを設立すべきだと思うか？      

はい   いいえ  

36 積極的に女性会員を入会させるべきだと思うか？ 

はい   いいえ  

37.あなたはクラブの区域限界の何処に住んでいるか？ 

区域限界中心部  区域限界周辺部  区域限界外 

38.結婚しているか？       

はい   いいえ  

39.同居家族数は？ 

2 人  3 人  4 人  5 人以上 

40.自宅を所有しているか？ 

はい   いいえ  

41.平均的な年間収入は？ 

500 万円以下 500～1000 万円 1000～2000 万円  2000 万円以上 

42.主な収入源 



専門職報酬  給料  事業収入 給料および事業収入    貯蓄・配当 

43.ロータリークラブの会費支払 

個人支出  会社支出   

44.事業規模 

最大規模   大規模  平均的規模  小規模     

45.事業所の商圏 

近隣地域  市内全域 大都市圏全域  県全域 国内全域 国際的 

46 あなたは事業上の裁量権をもっているか? 

 はい  いいえ 

.47.宗教は？ 

仏教(宗派)   神道   キリスト教  イスラム教  無宗教  

48.最終学歴 

中学校 高校  専門学校 大学  大学院 

49.支持政治体制 

保守主義  革新主義  

50.市民としての最大の関心は 

付近のこと  市全体のこと 県全体のこと  国全体のこと 国際的なこと  

51.クラブの日常の管理をしているのは? 

 クラブ会員  クラブ事務局員 

52.クラブ週報の発行は 

 クラブ会員  クラブ事務局員 業者  発行せず 

53. クラブ週報に対する関心度 

まったく読まない 時々読む いつも読む 

54. クラブ週報の完全デジタル化 

賛成  反対 

55. クラブ週報を改善する何か特別の方法は？ 

 

 

 

56.クラブ事務局員の勤務は満足すべきものか？ 

はい  いいえ  

57.対社会的奉仕活動をもっと効果的にするために、クラブはどんな方法をとればよいか？ 

  



 

 

 

58.職業奉仕をもっと効果的にするために、クラブはどんな方法をとればよいか？   

 

 

 

59.国際奉仕をもっと効果的にするために、クラブはどんな方法をとればよいか？   

 

 

 

60.クラブ管理をもっと効果的にするために、クラブはどんな方法をとればよいか？  

 

 

 

61.ロータリ—の友に対する関心度 

まったく読まない 時々読む いつも読む 

62.ロータリーの友の完全デジタル化 

賛成  反対 

63.ロータリーの友を改善する何か特別の方法は？ 

 

 

 

64.マイ・ロータリーに対する関心度 

 まったく見ない 時々見る  いつも見る 

65.ガバナー月信に対する関心度 

まったく読まない 時々読む いつも読む 

66.ガバナー月信の完全デジタル化 

 賛成  反対 

67. ガバナー月信を改善する何か特別の方法は？ 

 

 

 



68.もしロータリークラブの運営をあなたに委ねられたら、何か特別な方針の改善をするか？  

 

 

69.国際ロータリーの管理運営に関心をもっているか? 

 はい  いいえ 

70.ロータリー財団の管理運営に関心をもっているか? 

 はい  いいえ 

71.現在の国際ロータリーは事務総長を CEO とするボランテイア活動団体になりつつあると思う

か? 

はい  いいえ 

72.国際ロータリーの変化は、時代の流れに適応するものとして認めるべきか? 

はい  いいえ 

73.あなたが期待する将来の国際ロータリーのあり方 

 

 

 

74.あなたが期待する将来のロータリークラブのあり方 

 

 

 

75 英語圏以外の国のロータリーは地域、言語などによる大きなハンディキャップを負っていると

思うか? 

 はい  いいえ 

76.国際ロータリーおよびロータリー財団の管理運営を地域、言語別の中間管理組織で運営すべき

と考えるか? 

 はい  いいえ 

77.RI 理事会の会合、規定審議会、各種国際会合をテレビ電話で行うべきだと考えるか?  

はい   いいえ 

78.地区の管理運営に関心をもっているか? 

 はい   いいえ 

79.あなたが期待する地区大会のあり方。 

 

 



 

80.クラブの役員をしたことがあるか? 

 はい    いいえ 

81.地区の役員をしたことがあるか? 

 はい   いいえ 

82.国際ロータリーの役員をしたことがあるか? 

 はい   いいえ 

 

 

 


