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12月17日（土）
　忘年家族例会
　点鐘 18時00分
　東天紅

■ ニコニコBOX
・山本…今年もお世話になりました。

・平塚…12 月 24 日に 67 回目の誕生日を迎えます。誕生祝いを頂きありがとうございました。

・野口正夫…忘年例会楽しみにしております。

・宮間…今までありがとうございました。

・木村龍次…本日の国際奉仕委員会アンケートにご協力下さりありがとうございました。また、先週結婚祝いを頂きました。謝謝。

・川城…メリークリスマス！

第1954回【2】2016年12月13日(Vol-22)

■ クラブフォーラム　国際奉仕委員会  木 村 龍 次  委員長
姉妹クラブ関係アンケート調査結果
01 海外旅行は行ったことはありますか？ ………………………………
02 どこの国（地名）ですか？ ……………………………………………
03 どなたと行きましたか？ ………………………………………………

04 ロータリーはなぜ国際奉仕を必要と考えているかご存じですか？
05 当クラブが台湾高雄北区ＲＣと韓国釜山鎭ＲＣと

 　姉妹クラブ締結していることをご存知ですか？ …………………
06 姉妹クラブ訪問に参加したことがありますか？ ……………………
07 台湾・韓国で滞在してみたい都市はありますか？ …………………

08 台湾・韓国で食べてみたい料理はありますか？ ……………………

■参加されたことのある会員へのアンケート
09 台湾は何回ですか？・韓国は何回ですか？  …………………………
10 参加されて何の事業が印象的でしたか？  ……………………………
11 もう一度滞在したい都市はありますか？  ……………………………
12 姉妹クラブで友人もしくは親しい人は出来ましたか？ ……………
13 ご夫婦で参加されたことはありますか？ ……………………………
14 参加されない会員は参加するべきだと思いますか？ ………………
■参加されたことのない会員へのアンケート
15 どうして参加されないのですか？ ……………………………………
16 参加したいと思ったことはありますか？ ……………………………
17 どうしたら参加されますか？ …………………………………………
18 台湾の方や韓国の方と親しくなりたいですか？ ……………………
19 親しくなった場合どういう交流を望んでいますか？ ………………
20 台湾の方や韓国の方と言葉が通じたら、行きたいと思いますか？
21 自分の気持ちや思いを伝えられたら、行きたいと思いますか？ …
22 その場合通訳が沢山いたらよいと思いますか？ ……………………
23 訪問地に親しい友人がいたら、旅行のあり方が違うと思いますか？
24 会員でいる以上　参加は当然だと思いますか？ ……………………
25 訪問に対してクラブから補助があった方が良いと思いますか？ …
26 土曜日と日曜日を極力含めた方が良いと思いますか？ ……………
27 理想の訪問日数は？ ……………………………………………………

28 現地集合現地解散もあった方が良いと思いますか？ ………………
29 もっと自由時間があった方が良いと思いますか？  …………………
30 当クラブの国際奉仕事業を知っていますか？ ………………………
31 当クラブの国際奉仕事業に参加したことはありますか？ …………
32 日台韓書画交流事業は継続した方が良いと思いますか？ …………
33 書画交流は日台韓小学生の感性に効果があると思いますか？ ……
34 書画交流での日台韓小学生の感想を聞きたいと思いますか？ ……
35 ロータリーは WCS（世界社会奉仕）をなぜ必要と考えているか

 　ご存知ですか？ ………………………………………………………
36 WCS（世界社会奉仕）と日本の社会奉仕はどこが違うのか

 　ご存じですか？ ………………………………………………………
37 日台韓 WCS（世界社会奉仕）事業は継続した方が良いと思いますか？
38 日台二カ国子弟交流事業は継続した方が良いと思いますか？ ……
39 子弟交流事業に児孫を参加させてみたいと思いますか？ …………
40 ホームステイを受け入れようと思えばできますか？ ………………
41 グローバル補助金申請を活用した方が良いと思いますか？ ………
42 千葉西ナイト（千葉西の渡航者のみの現地懇親会）は

 　あった方が良いと思いますか？ ……………………………………

はい 40　いいえ 01
オモテ面【1】に掲載
家族 29　職場 11　悪友 09
　その他（友人 ロータリー 一人旅 親睦団体 仕事 業務 野球選抜チーム）
はい 37　いいえ 03

はい 40　いいえ 01
はい 28　いいえ 13
台湾 台北  高雄  北投  台中  日月潭  花蓮  台南
韓国 ソウル  安東  島  済州島  高城
台湾 小籠包  マンゴー  ライチ  朝食  台湾料理  飲茶
韓国 宮廷料理  焼肉  鮑粥  参鶏湯  ケジャン  キムチ

台湾 1 ～ 30 回　韓国 0 ～ 15 回
ゴルフ　野球　記念植樹　地区大会　WCS　書画交流
台湾 台北　高雄　台中　　韓国 釜山　昌平　ソウル
はい 24　いいえ 02
はい 10　いいえ 17
はい 26　いいえ 00　どちらともいえない 01

飛行機嫌い　勤務時間不適合　仕事　日程　勤務　忙しい　興味がない
はい 05　いいえ 09
退職　仕事との調整
はい 07　いいえ 07
メール　文通　福祉関係　ビジネス　旅行時訪問
はい 11　いいえ 03
はい 11　いいえ 03
はい 07　いいえ 07
はい 12　いいえ 02
はい 03　いいえ 10
はい 24　いいえ 13　どちらともいえない 02
はい 25　いいえ 09　どちらともいえない 02
1 泊 2 日 01　2 泊 3 日 19　3 泊 4 日 16　４泊５日 02
？ 01
はい 20　いいえ 17　どちらともいえない 02
はい 29　いいえ 06　どちらともいえない 02
はい 34　いいえ 07
はい 28　いいえ 12
はい 34　いいえ 04
はい 34　いいえ 04
はい 31　いいえ 07

はい 31　いいえ 07

はい 19　いいえ 16　？ 01
はい 31　いいえ 05
はい 37　いいえ 01
はい 26　いいえ 11
はい 11　いいえ 24　どちらともいえない 04
はい 24　いいえ 10

はい 26　いいえ 09　どちらともいえない 02

以上例会参加者 47 人中 41 人の回答をいただきました
ご協力ありがとうございました


