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会長挨拶：渋谷義徳会長  

本年最初の例会ですので、皆さん

こんにちはではなく、明けまして

おめでとうございます。昨年は大

変お世話になりました。本年も昨

年同様、いや一層よろしくお願い

申し上げます。 

平成３０年、２０１８年の最初の例会に当たり、

年頭のあいさつをさせて頂きます。 

平成３０年節目の年が明けました。天皇陛下の退

位を控え、平成がまる１年続く最後の年でありま

す。昨年の景気は、日本や世界経済の緩やかな回

復を受け、県内経済も緩やかな回復の兆しが見え

てきました。今年の景気はどうなるのだろうかと、

雑誌や新聞の記事を読んでみたところ、いずれも

輸出がけん引し、国内景気も輸出の増加や東京五

輪の需要に支えられて、緩やかな回復を予想して

います。県内経済の見通しについても、県内商工

団体がまとめたところによりますと、生産活動は

緩やかに回復する、個人消費は持ち直しの兆しが

あらわれるとし、明るさがみえ始めた県内景気と

の見方が大半を占めています。２０１８年には政

府による、脱デフレ宣言ができる年になることを

期して新年を迎えています。 

さて、今年の干支は戌です。前年は酉年で「商売繁盛」や取り→採りと収穫の意味があり、比較的

良い意味での年でした。戌は守りの年と言われています。いろはカルタで、「犬も歩けば棒に当る」

という言葉があります。本来は、犬がうろうろ歩いていると、人に棒で叩かれるかも知れないとい

うことから、「でしゃばると災難にあう」との意味でしたが、現在では当るという言葉の印象から、

「何かしているうちに、思いがけない幸運がある」という、反対の意味が使われています。積極的

に勇気をもって行動すれば、運が開けるとの教えだと解釈しています。 

昨年の世相をあらわす漢字一文字が「北」と発表されたのにちなんで、私は三条北ロータリークラ

ブ会長として、これからのテーマを漢字一文字で考えました。それは「歩」(ふ)です。歩くとも読

めます。犬も歩けば棒にあたるの「歩く」です。「じっとしていないで、何かをやってみる」との心

構えを持ち続けましょうとの決意を示すものです。できる自分から、やる自分に積極的に行動しな

ければならないと思っています。どうか本年もよろしくお願い申し上げます。 

本日の行事：「新春例会」卓話 

「会員満足アンケートから見えてきたこと」 

 

◆本日の出席：６５名中３９名    

◆先々週の出席率：６５名中５２名 80.00％ 

          （前年同期 89.39％） 

                 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 １２月２７日三条ＲＣ山崎 勲、中條耕二 

    ２８日燕ＲＣ 加藤 實 

    ２８日三条東ＲＣ 石川勝行 

    田中耕太郎、高橋彰雄 

          石川友意 

     

＊本日の配布書類等  

・ロータリーの友 １月号 

・週報№1483 

・下半期会費納入のお願い 

・ガバナー月信 １月（閲覧用） 

・オーシャンシステム新年会案内 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１８ ．１． ９     　　　　　　累計№１４８４ 　　当年№２５

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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幹事報告：石黒隆夫幹事 

・直江津ＲＣより 創立６０周年記念式典のご案内 

         日時 平成３０年 4月 14日(土)13：15～ 

         会場 デュオ・セレッソ 

・川瀬年度ゴルフ大会実行委員長より 第 1回打ち合わせ会のご案内 

         日時 2018年 1月 19日(金)18:30～  会場 越前屋ホテル 

・三条ローターアクトクラブより １月第二例会のご案内 

         日時 1月 25日(木)19：30～21：00  会場 三条燕リサーチコア ４Ｆ 

・下半期会費納入のお願いを配布しました。1月 29日(月)迄に納入して下さい。 

口座引き落としご利用の方は 1月 29日(月)に引き落としさせて頂きます。 

理事会報告：第７回 平成３０年１月９日（火）11：30～12：30於：三条ロイヤルホテル 

出席者：渋谷義徳、高橋研一、石黒隆夫、石川勝行、松山浩仁、金子太一郎、斎藤 正 

石川友意、岡田 健、花井知之、外山裕一        出席数１１/１５ 

協議事項１.次年度役員理事構成の件     承認  

       会計を独立した役職とし、理事とする。任命は該当年度の会長が選任    

      2.次年度委員会組織案の件     承認 

       3.クリスマスパーティー決算報告＆新年会修正予算案の件  承認 

       4.一般会計修正予算案の件     承認         

       5.各ＢＯＸ状況報告        承認 

       6.下半期行事確認         承認 

      7.新潟いのちの電話協力依頼の件  承認 

       クラブとしては行なわない 

      8.比国育英会バギオ基金協力依頼の件 承認 

       クラブとしては行なわない 

      9.役員理事新年会の件        承認 

       会長幹事で後日詳細を決定  

     10.決議案提出有無の件        承認 

       特に議案はなし  

     11.ガバナーノミニー推薦依頼の件   承認 

       クラブとして推薦は行なわない 

委員会報告： 

親睦活動委員会：1/30（火）18：30～燕三条ワシントンホテルにて新年会を開催します。アト

ラクションは正月らしく日本万歳獅子舞を披露します。是非皆様の参加をお願いします。来週から

出欠をとらせて頂きます。 

雑誌委員会：ロータリーの友１月号が配布されましたのでご案内します。縦書き 19 頁卓話の

泉「男性ホルモンの話」は興味をお持ちの方もあると思いますのでご紹介します。 

樋口 勤会員より  

当社の新年会のご案内をさせて頂きます。皆様に配布させて頂きましたが 1/26（金）15：00～

ＡＮＡクラウンプラザホテルで開催します。今年は次男に事業業継承して元年と言う事で、日

頃お世話になっている皆様にもご案内させて頂きました。宜しくお願い致します。 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス９日現在累計２３９,０００円＊＊＊＊＊ 

大野 新吉君 謹賀新年 本年も何卒よろしくお願い申し上げます。平穏な年であります様に・・ 

佐藤 弘志君 本年もよろしくお願いします。 

外山 裕一君    〃 

中原 尚彦君 ロータリー財団に協力 
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星野 義男君 ロータリー財団に協力 

岡田 大介君 本年も財団をお忘れ無く宜しくお願いします。 

 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス９日現在累計３８９,０００円＊＊＊＊＊ 

柄沢 憲司君 あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 

田口実仁佳君 明けましておめでとうございます。みな様、今年もよろしくね 

佐藤 弘志君 新年おめでとうございます。本年もよろしく！ 

吉田 文彦君 新年おめでとうございます。今年も米山、宜しくお願いします。 

 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス９日現在累計５１７,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

高橋 彰雄君 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 

渋谷 義徳君 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

       本日は私の拙い話でお耳汚しで申し訳ありません。宜しくお願いします。 

石黒 隆夫君 あけましておめでとうございます。本年も渋谷年度をよろしくお願い申し上げます。 

中條 耕二君 雪の少ない正月、東京の孫が久し振りに帰りお陰で賑やかでした。 

佐藤 義英君 明けましておめでとうございます。本年もよろしく!! 
米山 忠俊君 皆様新年おめでとうございます。本年も宜しくお願いします。 

佐藤 弘志君 本年も宜しくお願いします。 

落合 益夫君     〃 

外山 裕一君     〃 

中原 尚彦君     〃 

今井 克義君 おめでとうございます。皆様、今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

石川 勝行君 明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

早川 瀧雄君 明けましておめでとうございます。渋谷年度あと半分です。頑張って下さい。 

森   宏君 明けましておめでとうございます。本年も皆様の健康相談、承ります。 

石川 友意君 本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

山中  正君 本年もよろしくお願い致します。 

本間建雄美君 明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願

い致します。又ニコニコＢＯＸも宜しくお願いします。 

羽賀 一真君 あけましておめでとうございます。 

今年もニコニコＢＯＸをドーンと景気よく、宜しくお   

願いします。 

 

＊１２月のコメント賞は早川瀧雄会員です。 

 

川瀬ガバナーエレクトより 

1 月 14 日から 20 日に開催される国際協議会に先立ち、1 月 7 日より 13 日まで川瀬ガバナーエレク

トはサラソタ・ベイ ロータリークラブが主催するガバナーエレクトホームステイプログラムに参加。 

世界各国から諸条件をクリアーしたガバ

ナーエレクトが集結され、親睦を深め国際

協議会をより充実した価値ある時間にす

るプログラムです。 

本日、川瀬ガバナーエレクトより写真が届

きましたのでお知らせいたします。 

2018年 1月 12日  

川瀬年度 地区幹事 関川博 
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本日の行事：「新春例会」卓話“会員満足アンケートから見えてきたこと” 

渋谷義徳会長 

私が会長就任にあたって、会長方針を「ロータリーの魅力を再確認し、ともに

変化をもたらそう」発表した時に、現状の確認と何をどのように変えればよいの

かをつかむ手段として、会員満足度アンケートを実施させてもらいますとお願い

しました。新保ガバナー地区事業として、アンケート回答の要請がありましたの

で、それに応える形で昨年４月４日に実施し皆さまから協力をしてもらいました。 

アンケートの集計結果は報告済みですが、集計後の分析やまとめの報告機会が得られず申し訳な

く思っていました。１月９日新年例会が会長担当でしたので、丁度よい機会ととらえ「会員アンケ

ート調査からみえたこと」をテーマにして、北ロータリークラブ、第４分区、２５６０地区を比較

してみたいと思い、別表にまとめてみました。 

アンケート実施時の状況は北クラブで会員数６６名、回答者数４１名、回答率 62.1％、第４分区

は会員数３６２名、回答者数２３４名、回答率 64.6％、２５６０地区１９８９名、回答者数１１６

５名、回答率 58.6％でした。 

調査項目は１．クラブ会員あること ２．会員、例会、雰囲気について ３．例会運営について 

４．奉仕プロジェクトについて ５．クラブのコミュニケーションについて ６．会員であること

の価値について ７．クラブへの参加について ８．会員が払う費用について多岐にわたっており、

それぞれに詳細な設問があり、全部で４７問になっています。これに基づき、そう思う・ある程度

思う、非常に良い・良い、ちょうど良いと満足度が高い１０項目とあまり満足していない・あまり

そう思わない・あまり良くない、低すぎる・高すぎると不満足度が高い１０項目を抽出し、北Ｒク

ラブ、第４分区、２５６０地区の順位とパーセントや項目別差異の比較を試みました。 

ロータリー会員満足度アンケート満足・不満足項目比較表 

アンケート実施日 2017 年 4 月 4 日 三条北ＲＣ 第 4 分区 2560 地区 

クラブ会員数（正会員と名誉会員） 66 362 1989 

アンケート回答者数 41 234 1165 

アンケート回答率 62.1％ 64.6％ 58.6％ 

クラブのコミュニケーションは第 4分区・地区と比較しても満足度が高いです。また、寄付・募金活

動の量は適切だと思っている人が８０％あり、分区の 58.1％、地区の 65.9％と比較すると積極的に

財団、米山奨学に参加していることがわかります。もっと当クラブに誇りを持ってもよいと思いま

そう思う・ある程度思う、非常に良い・よい、ちょうどよい（上位10）

第4分区 2560地区

設問 満足度 満足度 差 満足度 差

52 クラブは会員の声に十分耳を傾けている 90.3 84.2 6.1 82.0 8.3

62 クラブを通じて貴重な人脈づくりができる 87.8 86.3 1.5 85.9 1.9

23 会員は互いへの思いやりを持っている 85.4 89.3 -3.9 90.2 -4.8 

83 にこにこ／ごめんなさいボックス 85.4 84.2 1.2 89.0 -3.6 

21 例会は時間を費やす価値があると思う 83.0 83.4 -0.4 84.1 -1.1 

51 会員に十分な連絡が行われている 82.9 88.1 -5.2 87.6 -4.7 

25 出来るだけ活動に参加するよう呼びかけている 80.5 76.1 4.4 80.6 -0.1 

26 寄付・募金活動の量は適切である 80.5 58.1 22.4 65.9 14.6

41 奉仕プロジェクト（全般）の数 80.5 76.1 4.4 79.8 0.7

74 私は当クラブを誇りに思う 80.5 85.5 -5.0 84.1 -3.6 

三条北ロータリークラブ
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すが、どう思いますか？「貴重な人脈づくり」「会員は互いへの思いやりを持っている」このあたり

がロータリーの魅力として確認できました。 

“そう思わない”と回答した項目が、1位「クラブの行事に家族・友人・同僚をよく誘う」で、2位

が「資格ある候補者に入会を誘っている」というのは納得できることですが、分区、地区平均より

多いのが今後の課題となり、クラブ会費に見合うクラブ運営を目指し、新会員への気配りを強め、

会員満足度を高める努力が必要のことが確認できました。 

石黒 隆夫幹事 

本来幹事がやるべき事を渋谷会長がこんなに真面目にまとめて頂いてありがとうございます。 

公式訪問の時もガバナーがこれを話題にされて褒めて頂きました。「幹事さんはよく見て、不満を持

っている人には対応しなさい」と言われたのですがどなたが・・と言う事は分からない訳で対応の

しようが無いと思っていました。皆さんからこれを見ていただきその感想をお聞きしての対応なの

かと思っています・・・・実は渋谷会長がもっと長く話してくださると思っていたので私は何もお

話しする事を用意していませんでした。半年間やらせて頂いて、とにかくめまぐるしく、日程を調

整する事が精一杯で１回例会を休ませて頂きました。この先もどうしても２回休まなければいけな

い日があります。すみませんがお願い致します。幹事になってやっと勉強させて頂いている状況で

皆さんから教えて貰って、何とかしているということで本当に申し訳なく思っています。特に理事

会の運営はベテランの皆さんの意見を聞いて、私自身が分かっていないのにまとめると言う事は難

しいと感じました。 

例会はＳＡＡがしっかりやって頂いているので、私もテンポよくやっていこうと心がけています。

他の方も皆さんテンポよくやって頂き、時間がオーバーする事がなかったように思います。 

社会奉仕事業の尾木直樹講演会も非常に大きい予算を使わせて頂き、賛否はありましたが、すごく

勉強になりました。今後の社会奉仕委員長に、反省すべき点、成果共に大きかったので是非参考に

して頂きたいと思います。 

実は昨夜、東京から帰ってきました。直ぐに京都へ行かなければならないのですが、今日このあと

大阪に行きます。何とかこうやってやりくりして、新幹線も駅ネットを利用して割引の乗車（指定）

券を買うようにしています。１ヶ月前の発売なので予定が分かれば利用されてもいいかと思います。

自由席よりグリーン車が安く利用できます。飛行機も早く予約すると割引が大きいです。今日これ

から大阪まで行きますが、新幹線より安く利用できます。うちの会社のように経費を節約しなけれ

ばならないような処は利用すれば節減になると感じました。皆さんには余り関係無い話をしてしま

いました。今年残り半年よろしくお願い致します。 

あまり満足していない、あまりそう思わない、あまりよくない、高・低すぎる（下位１０）
第4分区 2560地区

設問 不満足度 不満足度 差 不満足度 差
71 クラブの行事に家族・友人・同僚をよく誘う 34.2 30.0 4.2 31.8 2.4
72 私は、資格ある候補者に入会を誘っている 24.4 23.5 0.9 17.1 7.3
86 ロータリー財団に求められる寄付 19.5 24.3 -4.8 22.7 -3.2 
34 職業のネットワークづくり 12.2 15.8 -3.6 14.9 -2.7 
73 クラブの活動／プログラムに頻繁に参加している 12.2 20.5 -8.3 7.8 4.4
81 会員が払う費用について、クラブ会費 12.2 24.0 -11.8 23.4 -11.2 
22 新会員がすぐに打ち解けられるように配慮している 9.8 4.3 5.5 5.4 4.4
43 国際奉仕プロジェクトの数 9.7 12.8 -3.1 17.7 -8.0 
21 例会は時間を費やす価値があると思う 7.3 3.0 4.3 1.6 5.7
24 地元地域の職業／人口構成を反映している 7.3 11.5 -4.2 11.5 -4.2 
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