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被害額は､阪神・淡路大震災の数倍、関東大震災に匹敵。東日本大震

災との比較対象に達するもの。

　人的被害､経済的被害の規模の大きさから、明治維新以後で、最大

級の自然災害の一つ。災害対策について定めた災害対策基本法は、

この伊勢湾台風を教訓として成立したもの」と紹介されている。

　私は､小さいながら、風が強く、帽子が風で飛ばされそうになった

たことを覚えている。この中にも､家が揺れた等の経験がある方もい

    ると思う。台風上陸にあたり､以上紹介し､会長の時間としたい。

　先週、例会時にお願いした「会員満足度アンケー

ト」、例会終了後に受付に提出願いたい。

　９月４日の第一例会は、鯖江商工会議所にて通常

通り。９月９日(水)は、重ねてで恐縮だが、鯖江北

ＲＣとの合同例会。神明苑にて､午後６時30分点鐘｡

　バスを手配し、当会館から６時出発。帰りは、真

っ直ぐ鯖江商工会議所まで。２次会希望の方は、セ

　先日の大風15・16号は、15号の方が日本 ッティングするので、大橋まで申し出てほしい。

列島に上陸。我々北陸地域は、たいしたこ 　合同例会の出欠の返事もお願いしたい。

となく良かったと思う。 　また、先週､佐野委員長から案内あったように、第３例会の終了後

　しかし、沖縄、九州地方は、かなりの被 にソングの練習。

害が出ている。石垣島では、瞬間風速71ｍ 　９月は、お待ちかねの「家庭会合」の日。班長の方は､日程調整の

の風が吹き、これは、日本記録。 うえ、日時、場所、テーマ等の報告をお願いしたい。

　台風が、日本列島に上陸するのは、今年

３個目。８月までに３個上陸するのは、

2004年以来、11年ぶり。

　また、九州上陸は、死者９名を出した 　野中敏昭前 　社会奉仕委員会の酒井

2006年９月の、台風13号と同じ進路､勢力｡ 年度幹事が、 芳則委員長が、８月23日

 　ここで、私が小学3･4年生頃に経験し､少し覚えている伊勢湾台風 2014－15年度 京都で開催の地区社会奉

 について話したい。 クラブ収支を 仕委員会について報告。

 　「1959年（昭和34年）９月26日、潮岬に上陸。紀伊半島から東海 説明、報告。 　同委員長が出席。当ク

 地方を中心とし、ほぼ全国にわたって甚大な被害を及ぼした台風。 　田村康夫監 ラブが取り組んで、４年

 伊勢湾沿岸の愛知・三重県の被害が特に甚大で、「伊勢湾台風」と 査副担当が、監査報告。 目に入る、やんしき踊り事業について

 呼ばれる。 　質疑応答の後、全会一致 報告。当日配布された、地区同委員会

 　人的被害は、犠牲者5,098人（死者4,697人・行方不明者401人)・ で承認されました。 事業報告書は、事務局にて閲覧可能。

 負傷者38,921人。

 　さらに、ほぼ全国に及んだ経済的被害は破格の規模となり、明治

 維新以来最大の被害を出した台風。

 　犠牲者を3,000人以上出した台風として、室戸台風､枕崎台風とあ （敬称略・順不同）

 わせて、昭和の三大台風に挙げられ、その中でも最悪の被害をもた 1 田　村　康　夫

 らした。 2 岡　本　圭　子

 　伊勢湾台風での犠牲者の数は、1995年１月17日に兵庫県南部地震 3 窪　田　健　一

 （阪神・淡路大震災）が発生するまで、第二次世界大戦後の自然災 1 ： クラブフォーラムおつきあいください

 害で最多。 2 ： よいことがありました

 　ほぼ全国に及んだ経済的被害は、人的被害以上の規模。ＧＤＰ比 3 ： 早退します
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●国際ロ-タリ－テ－マ
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会　　長　　の　　時　　間

四つのテスト 四つのテスト

佐野　直美　ソングリーダー

大橋 良史 幹事

小部　隆充　会長

●本 日 の 例 会

●第２７２０回　平成２７年　９月　４日（金）

会　長　小部　隆充

幹 事 報 告 等

12:30～

テーマ　「鯖江の人口について」

感謝し報告する

岡本圭子委員長

幹　　事　　報　　告

委　員　会　等　報　告

編集：会報委員会
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■会員満足度アンケート集計結果

１．鯖江ＲＣ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。

　　□他の会員は自分とは異質であると感じる

　　□自分が他の会員と交流する努力をしていない

２．鯖江ＲＣの組織としての現状をどう思いますか。

　　□現状に満足している　　　　　　□現状に不満な点がある

　　□活動はあまり活発ではない　　　□何事も当り障りのない意見が通る

　　□明るく打ち解けた雰囲気である　□前例主義である

　　□その他

３．鯖江ＲＣが、ＲＩや地区の提唱する、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。

　　活動の種類　　　　　　　　　　　　　　クラブの参加の度合い

新会員勧誘　　　　　　　　□過度　□適当　□不十分　□わからない

会員の為のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝと教育 □過度　□適当　□不十分　□わからない

 　クラブフォーラムが､午後１時から､田村康夫副会長の趣旨説明､進 地域への奉仕プロジェクト  □過度　□適当　□不十分　□わからない

 行のもと、昼食後、例会場で開催されました。 国際的奉仕プロジェクト    □過度　□適当　□不十分　□わからない

 　内容は、会員一人ひとりが「どんなクラブにしたいか」､「どんな クラブの広報活動          □過度　□適当　□不十分　□わからない

 活動が理想か」等、改めて考える機会とする事。そして､その声を本 募金活動                  □過度　□適当　□不十分　□わからない

 年度と次年度以降の活動に生かす事。 ロータリー財団活動        □過度　□適当　□不十分　□わからない

 　最初に､３テーブルに分かれて、ワークショップ形式で討論。３つ 米山奨学活動              □過度　□適当　□不十分　□わからない

 の小テーマについて､会員が､それぞれ思っていることを付箋に記入。 地区主催の会合・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　□過度　□適当　□不十分　□わからない

 付箋を模造紙に張り付けました。 他クラブとの交流･親睦活動 □過度　□適当　□不十分　□わからない

 　３テーマは、Ａ：奉仕

 活動について（クラブ奉 ４．鯖江ＲＣ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。

 仕、職業奉仕､国際奉仕､ 　　活動の種類　　　　　　　　　　　　　　　　参加状況

 青少年奉仕、社会奉仕の 例会　　　　　　　　　　　□積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 クラブの活動状況。個人 委員会活動　　　　　　　　□積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 の活動の現状について。 会員増強　　　　　　　　　□積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 どんな活動をしたいか。 会員の為のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝと教育 □積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 活動は必要か）。 地域への奉仕プロジェクト  □積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 　Ｂ：親睦活動について 国際的奉仕プロジェクト    □積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 （昔はあったが、サーク クラブの広報活動          □積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 ル活動や親睦の事業につ 募金活動                  □積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 いて）。 ロータリー財団活動        □積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 　Ｃ：例会や会合について（例会の内容は､どんなものが良いか等)。 米山奨学活動              □積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 　Ｄ：その他（話の流れで、その他についても付箋に記入ＯＫ）。 親睦活動                  □積極的に参加　□義務的に参加　□不参加

 　それぞれのテーブルリーダーの進行のもと、活発に意見が出され、

 あっという間の時間でした。 ５．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。

 　最後に、小部会長が「今日は、皆で話をし、いろいろな意見が出 　　　□非常に満足　　□満足　　□不満足

 ている。これらをまとめて、今後の組織運営、組織改革の参考にし 　5－2　「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）

 ていきたい。本日の皆様の取り組みに感謝する」と総括しました。 　　　□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

　８月28日の前回例会の際、記入と提出願った、上記アンケートの

集計結果が、まとまりました。

 　総提出数は、14名。集計数は、□印の右横の赤色のゴシック体の

 数字。その他意見も赤色の文字。

 　複数回答や未記入の場合もあるため、合計

 数が必ずしも14とならない場合もある。

 　本アンケートは、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。クラブ

 運営改善の基礎資料。無記名で、率直な回答

 を依頼しました。

 

福井県内ＲＣ例会日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

　無印：１２：３０－開始 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ) 福井ＲＣ(ユアーズホテル福井)

　Ｋ　：１８：３０－開始 福井南ＲＣ(福井繊協ビル)

　Ｌ　：１９：００－開始 勝山ＲＣ(勝山市民活動センター) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)

月曜日 武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑)

福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

▲次回の例会　▲第２７２１回　平成２７年９月９日(水)　　 点鐘 18:30～

ク　ラ　ブ　フ　ォ　ー　ラ　ム

若狭ＲＣ(ﾎﾃﾙせくみ屋･1-6月ｻﾝﾎﾃﾙやまね)

Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

Ｋ 福井フェニックスＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ)

テーマ　「鯖江ロータリークラブの目指すべき将来像」

会員満足度アンケート集計速報

Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニューサンピア敦賀)

福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)

福井西ＲＣ(ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞｰﾅ)

開会時に進め方を全体説明する進行役の田村康夫副会長

田村康夫副会長の趣旨説明を熱心に聞くクラブ会員

意見を付箋に記入し模造紙に貼る様子

編集：会報委員会


