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３月１１日は、パンダが発見された日だそうです。１８６９（明治２）年のこの日、伝道中のフランス人神
父ダヴィットが、中国・四川省奥地の民家で白と黒の奇妙な熊の毛皮を発見しました。これがパンダ
で、以来世界中に知られることになりました。世界三大珍獣のひとつです。因みに、世界三大珍獣とは、
パンダ・オカピ・コビトカバです。パンダは珍しい白黒模様で愛くるしい熊で、オカピはシマウマのよう
なキリンのような不思議な動物です。コビトカバは只カバの小ぶりです。形態が珍しいと云う物でありま

せんが、個体数が極めて少なく、自然状態では殆どお目にかかる事が無いので世界三大珍獣のひとつとなっています。
法務省は、選択的夫婦別姓制度の導入を柱とする民法改正案の概要を提示しました。内容は、
　①　夫婦は婚姻時に同姓か別姓かを決定。
　②　決定後は同姓から別姓、別姓から同姓への転換は不可。
　③　別姓夫婦の子どもの姓は夫婦いずれかに統一。
　④　改正法施行前の夫婦は施行後１年以内は別姓に変更できるが、子どもの姓はそのまま。
　⑤　婚外子への相続を嫡出子の２分の１とした現行規定を撤廃して同一化。
　⑥　現行６カ月の女性の再婚禁止期間を１００日に短縮。
　⑦　女性が結婚できる年齢を「１６歳以上」から「１８歳以上」に引き上げ。
　⑧　裁判上の離婚原因に「婚姻の本旨に反する５年以上の継続別居」を追加。

となっています。
夫婦同姓を義務づけている現行民法下で、「別姓も可能」という選択肢を加えるかどうか。国民世論も賛成４９％、
反対４８％で二分されております。
女性の社会進出が進み、男女の平等や共同参画を図る上で必要な制度と指摘し、多様な生き方ができる社会が、
本当に豊かな社会である。という考え方や又家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある。という考え方
など賛成、反対の意見は他にもたくさんあると思います。これからどのように推移するか注視して行きたいと思います。

会 長 報 告 谷口　文利 会長

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
こばと学園だより...............................................................................................................回覧
和歌山ＤＡＲＣからニュースレター....................................................................................回覧
麻薬・覚醒剤乱用防止センターからニュースレター.......................................................回覧
三毛会員からビニールのファイルを沢山戴きました。事務局で有効に利用させて頂きます。有難うご

ざいました。
元当クラブ会員の竹田實さんが作られた「黄色の道」の冊子を、玉置会員のご厚意で、印刷・製本して頂きました。

受付に置いていますので、ご入り用の方はお持ち帰り下さい。
市内９クラブのゴルフ大会の案内を回覧します。今年は我がクラブが、主催当番になっていますので、多くのご参

加をお願いします。
先日ご案内させていただきましたが、今月は識字率向上月間です。社会奉仕委員会が募金箱を持って回りますので、

ポケットコインの寄付をお願いします。

岸裏　廣澄会員より報告
和歌山県青年僧の会主催の講演会のお知らせ
２０１０年４月１７日（土）１４：００～１５：３０（入場無料）
和歌山市民会館小ホール　講師　読売テレビ解説委員長　辛坊治郎氏

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事

メーキャップ情況

３月　８日（月）和歌山北Ｒ.Ｃ.　寺下　浩彰 / ３月１０日（水）和歌山西Ｒ.Ｃ.　古屋　光英

（敬称略）
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前回の例会 ３月１１日（木）

●「会員満足度アンケート集計を基にした討論会」
 クラブ会員増強委員長　野井　晋さん

●ロータリーソング 岸裏　廣澄 ソング委員長
「四つのテスト」

●出席報告 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５０名（内出席規定適用免除会員９名）
３月１１日（本　日） ３０名 ７３．２％
２月２５日（メーキャップ後） ３８名 ９２．７％

本日の例会 ３月１8日（木）

●卓話「意気に感ず」
　 県立和歌山商業高等学校　校長
 和歌山県高等学校野球連盟　会長　田井　伸幸さん

●お誕生日お祝い
中野　久生さん　３月２０日 　古屋　光英さん　３月２９日

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
パリ冬物語（倉本裕基）
幻影（倉本裕基）

●卓話「福山北ロータリークラブの思い出の人」
 当クラブ会員　藤井　義宣さん

次回の例会 ３月２５日（木）
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ク ラ ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 3月18日（木） 卓話 「簡単エクササイズでリフレッシュ！　〜ストレッチ＆ウォーキング講座〜」

 ウォーキングスタイリスト・ヨガインストラクター　宮本　知佳さん
和歌山南Ｒ．Ｃ． 3月19日（金） 第３回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
和歌山中Ｒ．Ｃ． 3月19日（金） ＤＶＤ上映 「秀吉の太田城水攻め」
和歌山北Ｒ．Ｃ． 3月22日（月） 祝日休会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 3月22日（月） 祝日休会
和歌山Ｒ．Ｃ． 3月23日（火） 新入会員卓話
和歌山西Ｒ．Ｃ． 3月24日（水） 会長エレクト研修セミナーを終えて　乾　昌彰　会長エレクト
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 3月24日（水） 卓話 「アンコール小児病院支援へのお礼及び今年１月の訪問報告」

岡山後楽園Ｒ．Ｃ． アンコール小児病院プロジェクト代表　土井　基之さん
卓話 「アンコール小児病院の現状及びカンボジアの医療について」

 アンコール小児病院　赤尾　和美さん

山東　勝彦さん 野井さんご苦労さまです。

黒田　純一さん 私の拙文を卓話の泉に載せてもらいました。

玉置　博康さん 県高野連壮行会出席費用です。

山本　進三さん 淡路の移動例会に多数の皆様ご参加いただきありがとうございます。

 良い親睦旅行にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

岸裏　廣澄さん 個人的な時間を頂きありがとうございます。

谷口　文利さん 野井さん、本日宜しくお願いします。

野上　泰造さん 野井さん、よろしくお願いします。

赤井　雅哉さん 今日はＳＡＡ代理です。あいかわらずなれませんがよろしくお願いします。

阪神タイガース応援団一同

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ２４，４００円（計８名　９件）お誕生日お祝い  ４６４，０００円　皆出席  １１０，０００円　その他  １，９３８，７８７円）  累計額  ２，５１２，７８７円 
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今日は、会員増強委員会　委員長　野井晋です。
先日皆様方にご協力頂いた「会員満足度アンケート」最終32名分（約60％）回収出来、集計を致し

ました。私にとっては不満であっても過半数以上だから良しとしましょう。
アンケートに答えてくれなかった人もそれなりに目を通しては下さっていることでしょうから、今日は存
分に御意見を吐露して下さい。

此の集計結果を読み取ることによって、会員増強の手法の一端になるばかりでなく、当クラブの活性化に繋がること
となり会員相互の一層の親睦を図れると確信しました。
例えば第1問の答えで「いいえ」と否定された方が4名もおられると謂うことは如何なものでしょうか?　どうすればよ
いのでしょうか？　それを御討議下さい。
ここで私の私見を発表するよりも、各テーブルの皆様方で御討議の上、代表者に発表して頂くのが、会員全員参加
で納得出来る結論に近いものを得られるであろうと言うことで、テーブル・ミーティングを急遽開催する事に致しました。
会長、副会長、幹事、SAAの皆様方も適当と思うテーブルに着きご指導下さい。
それでは、各テーブルでテーブルマスターを選出し、各自、アンケート集計表をサッとご一読のうえ討議を始めて下

さい。短い時間で結論を出すと言うことは至難の業でしょうが、まとまったテーブルから発表してください。
討議で得た結論は文章にして会員増強委員会（事務局）に提出して下さい。

班別報告

（第1班） 岡野  年秀班長
総合的
　１：設問数が多くてポイントが稍掴み難かった。
　２：「クラブリーダーと懸念をわかち合う」について 

 もう少し具体的に（どんな事を指しているのか?）設問が欲しい。
　３：「クラブの活動（奉仕活動）」については参加率をアップさせる必要がある。
　４：「例会は楽しいか？」については32人中29名が楽しいの返事はOK。
　５：「例会場」については今後、他を試験的に見て検討したら良い。

（第2班） 古屋  光英班長
「会員満足度アンケート」回収数は32名、63％は問題である。
　１：「あなたは、和歌山東RCに歓迎されていると感じますか」 

  「いいえ」と答えた4名の方は例会・各事業（奉仕活動）に出席しているのか？
 出席率が悪くなって、疎外感を感じているのでは？
 年齢差については我がクラブの歴史がある、その辺の理解を深める努力が必要ではないか？
　２：「あなたは、クラブのリーダーと懸念をわかち合うことができますか」

  「いいえ」の6名の方にほかのアイデア（新しい発想）に関心がないなどという事は絶対にあり得ないし、修正す
        る事も可能だ。

 例会で検討するテーマを出してテーブル・ミーティングを再々行ってみるのも一考に値するのではないか。
 どんな事業（奉仕活動）でも、例会でも参加すればロータリーを理解できる。
 先ずは出席することが一番です。

（第3班） 野上  泰造班長
アンケート結果は、ほぼ想定内である。
　１：「会員増強」に関しては

 友人や知人に声をかけているが、時節柄実を結ぶ事が出来ない。
 東クラブにおいては、質を問われるところがあるので、勧めにくい。
　２：「会員のためのオリエンテーションと教育」に関しては

 不充分ではあるが、オリエンテーションや教育に重点を置くと、堅苦しくなり、楽しさが消える。
　３：「クラブの広報活動」に関しては

 奉仕活動はすすんでするものであり、他に誇示する必要は無い。

会員満足度アンケート集計を基にした討論会 会員増強委員会　野井　晋 委員長 　４：「例会場」に関して
 食事の質や種類が改善されれば、このままで良い。
　５：「より良い講演者」に関しては

 プログラム委員会に一任せず、良い講演者を推薦、提案する必要がある。
　６：「親睦活動をより強調する」に関しては

 実際に計画しても、参加、協力が得られない、予算がない、等の問題がある。
 全般的には『一方をたてれば、他方がたたず』で、現状にはおおむね満足している。

（第4班） 真野  賢司班長
野井晋会員増強委員長は「会員満足度アンケート」の最初の設問を例に挙げて
「あなたは和歌山東RCで歓迎されていると感じますか」の答えが「はい」28名（87，5％）「いいえ」4名（12，5％）
であることを踏まえ、この「いいえ」と回答した4人をどうすれば「はい」と答えてもらうように出来るか？　其の解決策
を見出したいと云われたが、当班のメンバー全員で他の設問並びに詳細内容を一つ一つチェツクしたところ「食事の
質・種類」以外は概ね80 ～ 90％以上の会員が「満足」と回答していることが明らかになった。
大勢の人が集う団体で8 ～ 9割ものメンバーが「満足」と答えるのは100％に近い数字であり、もしも上記の「いい

え」と答えた4人が満足する答えを実行に移した時、今度は「はい」と答えた28人の中からそれ以上の人数が「いい
え」と答えることになるかも知れない。
それ故に基本的にはネガティブ思考に陥ることなく、プラス思考で現状を見つめ、その上でプラス・アルファを考え

るべきである。
そこで改めて本アンケートを再確認すると
「クラブの活動及びプロジェクトへの参加」に対し「不満足」の回答が5名（15．625％）居り、さらに「不満足の場合、
どうしてですか」（複数回答）には「知識が不充分」4名「情報源の欠如」2名「他の会員からの支援欠如」2名となっ
ている。　一方「下記の活動に関するあなたの参加状況を記して下さい」では「参加したい」と答えた項目が「会
員のためのオリエンテーションと教育」17名「会員増強」14名「クラブの広報活動」13名の3項目が突出している。
この事から「不満足」な会員を「満足」にチェンジし、かつ会員増強にも寄与する方法の一つとして「会員のため
のオリエンテーションと教育」の充実を図り、更には「カウンセリングシステムの創設」というのも一考に値するのでは
無かろうか。パスト会長さん方にご考察いただければ有り難いことです。

（第5班） 内畑  瑛造班長
アンケートの集計を見る限り、会員諸兄は概ね我がクラブの現状に満足していると考えてよい。
　1：「クラブリーダーと懸念をわかち合える」の設問は理解しにくい。
　2：会員増強の難しいところは和歌山市内のロータリークラブの数が人口比率以上に多すぎる。女性会員も考えて 

 行かねばならない時期が到来している。
　3：「会員のためのオリエンテーションと教育」は不充分だと思う。
　4：「地元の奉仕・国際奉仕」は充分に出来ていると思う。
　5：「クラブの広報活動」は大変進んでいると思う。
　6：「募金活動」は活溌に行われている。
　7：「ロータリー財団活動」は自発的に行われている。
　8：「親睦活動」については適宜に行われてはいるが、夜間例会を増やせばもっと親睦を深められる。
　9：「クラブのプロジェクトや活動」について特定の会員のみが参加している。

（第6班） 松田  洪毅班長
「あなたは、和歌山東RCで歓迎されていると感じますか」の問いに「いいえ」4名（12．5％）の方がおられる。「はい」
にするために

　１：楽しい夜の親睦会を多くする。
　２：IDMで難しい題を止めて、もっとリラックスした題にして友好を図って欲しい。
　３：IDMで年齢別に話し合える機会を多くして欲しい。
　４：女性会員増強を当クラブでもそろそろ検討してはどうか?　新しい雰囲気で女性の考えを入れるのも大切ではな 

 いか?
　５：例会場の雰囲気、食事の内容等を勘案すると会場変更もその一つか？


