
ロータリーの友 新型コロナウイルスの影響に関するアンケート調査

新型コロナウイルスの影響に関するアンケート
調査（8月 31 日締切）

『ロータリーの友』編集部では、国内のロータリークラブにおける新型コロナウイルス感染症の影響を問うアンケートを
実施し、その集計結果を『ロータリーの友』に掲載します。忌憚のないご意見をお寄せください。当てはまる答えがない
場合、ご自身の回答に近いものをお選びください。　　　　　　　　　　　　　　締切　2020 年 8月 31 日（月）必着
※本アンケートは、1 クラブお一人の会員のご回答でお願いします。

ご回答者の所属地区・クラブ・お名前をお知らせください。※集計とお問い合わせのためにお聞きするもので、個人情報

は第三者に開示しません。ご掲載時はクラブ名のみ掲載します。

地区番号：                               　　　　　　　　　クラブ名：                                                              ロータリークラブ

ご回答者のお名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご連絡先（電話番号、メールアドレスなど）                                                                    

ご回答者情報

質問1．新型コロナウイルスの例会への影響についてお聞きします。

1- ①新型コロナウイルスの影響で、貴クラブは例会を休会しましたか？（☐ にチェックを入れてください。１回でも
あれば「はい」を選択） 
☐ いいえ（→質問２へ）
☐ はい→（→ 1- ②以降へ）
　　　→ 1- ②「はい」のクラブへ。
　　　　● 休会を始めた時期は？下記から一つに〇をしてください。
　　　　1 月上旬　1 月中旬　1 月下旬　2 月上旬　2 月中旬　2 月下旬　3 月上旬　3 月中旬　３月下旬　
　　　　4 月上旬　4 月中旬　4 月下旬　5 月上旬　5 月中旬　5 月下旬
　　　　●例会は再開しましたか？
　　　　☐ 回数を減らして再開した（→ 1- ③、1- ④へ）　　
　　　　☐ 回数は減らさず、元通りに再開した（→ 1- ③、１- ④へ）
　　　　☐ いいえ（→ 1- ④へ）
　　　　→ 1- ③「回数を減らして再開した」「回数は減らさず、元通りに再開した」のクラブへ。
　　　　　例会を再開した時期は？下記から一つに〇をしてください。
　　　　　2 月上旬　2 月中旬　2 月下旬　3 月上旬　3 月中旬　3 月下旬　4 月上旬　4 月中旬　4 月下旬
　　　　　5 月上旬　5 月中旬　5 月下旬　6 月上旬　6 月中旬　6 月下旬　7 月上旬　7 月中旬　7 月下旬
　　　　　8 月上旬　8 月中旬　8 月下旬

　　　→ 1- ④休会により未使用となった例会開催費用についてお聞きします。
　　　　未使用となった例会開催費用をどのように活用していますか？（複数選択可。予定も含む）
　　　　☐ クラブ活動資金として、新型コロナウイルス感染症対策の活動に充てた
　　　　☐ クラブ活動資金として、新型コロナウイルス感染症対策以外の活動に充てた
　　　　☐ ロータリー財団などに寄付した　　
　　　　☐ 地域の団体などに寄付した　　
　　　　☐ クラブ会計に保留
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質問2．感染拡大予防のために講じた、通常例会とは異なる会合形式について
お聞きします。
2- ①新型コロナウイルスの感染拡大中、感染予防のために、例会を通常とは異なる会合形式で行いましたか？（オン
ライン形式、DVD 配布など）
☐ 行わなかった（→質問３へ）
☐ 行った（→ 2- ②へ）
　　　→ 2- ②「行った」クラブへ。その方法は、次のうちどれですか？（選択は一つのみ）　　
　　　　　☐ZOOM などのビデオ・ウェブアプリを使って、オンライン形式で行った（→２- ③へ）
　　　　　☐DVD や資料を配布して例会に替えた（→２- ④へ）
　　　　　☐ その他（下記に内容を記述の上、2- ⑤へ）

　　　→ 2- ③「ZOOM などのビデオ・ウェブアプリを使って、オンライン形式で行った」のクラブへ。
　　　　●オンライン形式は、次のうちどの方法で行いましたか？（複数選択可）
　　　　☐ 全員、オンライン形式
　　　　☐ 例会場などと、オンラインの混在形式
　　　　☐ その他（お書きください）

　　　　
　　　　

　　　　●オンライン形式に対する会員の評価はどうですか？（回答者の主観で結構です）
　　　　☐ おおむね肯定的　　☐ おおむね否定的　　☐ 不明
　　　　●オンライン形式の良い点、悪い点をお聞かせください（回答者の主観で結構です）。
　　　

　　　

　　　→●今後、新型コロナウイルス感染症が収まったとしても、オンライン例会を開催すると思いますか？（回答者　　　
　　　　　の主観で結構です） 
　　　　　☐ 思う　　☐ 思わない　☐ 分からない
　　　

　　　　　☐ 未定
　　　　　☐ その他（お書きください）:
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　　　→ 2- ⑤「その他」の形式で工夫したとお答えのクラブへ。
　　　　●その形式に対する会員の評価はどうですか？（回答者の主観で結構です）。
　　　　　☐ おおむね肯定的　　☐ おおむね否定的　　☐ 不明
　　　　●その形式の良い点、悪い点をお聞かせください（回答者の主観で結構です）。

質問3．現在の例会の「感染予防対策」についてお聞きします。
3- ①例会で新型コロナウイルス感染症の予防対策はしていますか？（選択は一つのみ）
☐ している（→ 3- ②へ）　　☐ していない（→質問４へ）　　☐ まだ休会中（→質問４へ）　　
☐ オンライン例会を実施中のため、していない（→質問４へ）
　　　→ 3- ②「している」クラブへ。それはどのような対策ですか？（複数選択可）
　　　　☐ 席の間隔を開けるなど、ソーシャルディスタンスを保つようにした
　　　　☐ 出席者のマスク着用をお願いした
　　　　☐ 消毒液など、除菌グッズを備えた
　　　　☐ 参加者の検温を行った
　　　　☐ 歌を中止した
　　　　☐ 握手の習慣を中止した
　　　　☐ 食事を中止した
　　　　☐ 食事を持ち帰りにした
　　　　☐ その他（お書きください）

質問4.会員数の増減についてお聞きします。
4- ①「2020 年 1 月 1 日時点」と比較し、会員の入退会に動きがありましたか？（回答時点の数で結構です） 
☐ 会員数が増えた（→ 4- ②へ）
☐ 会員数が減った（→ 4- ②へ）
☐ 会員数はほぼ変わらない（→質問５へ）
　　　→ 4- ②「会員数が増えた」「会員数が減った」とお答えのクラブへ。
　　　　会員数が「増えた」「減った」理由に、新型コロナウイルス感染症の影響があると思いますか？（回答者の主　　
　　　　観で結構です）
　　　　☐ そう思う　　☐ そうは思わない　　☐ どちらともいえない。分からない 

　　　→ 2- ④「DVD や資料を配布して例会に替えた」クラブへ。
　　　　●その形式に対する会員の評価はどうですか？（回答者の主観で結構です）。
　　　　　☐ おおむね肯定的　　☐ おおむね否定的　　☐ 不明
　　　　●その形式の良い点、悪い点をお聞かせください（回答者の主観で結構です）。
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質問5.会員維持（退会防止）のための工夫についてお聞きします。
5- ①会員維持（退会防止）のため、どのような工夫が必要と考えられますか？（複数回答可。回答者の主観で結構です）
☐ 会員の相互援助（経済面も含む）
☐ 新会員の勧誘
☐ 会員同士のコミュニケーションを図る機会を増やす
☐ 奉仕活動の充実
☐ 現状のままでよい。新しいことをする必要はない
☐ 分からない
☐ その他（お書きください）
　　　
　
　　　　
　　　　

　　　
5- ②現時点の、具体的な会員維持（退会防止）方法を教えてください（代表的なものを一つ選択。予定も含む） 
☐ 会費を下げた（→質問 6 へ）
☐ 親睦を深める機会を増やした（→ 5- ③へ）
☐ クラブ細則を変えた（５- ④へ）
☐ 特になし（→質問６へ）
☐ その他（５- ⑤へ）
　　　→ 5- ③「親睦を深める機会を増やした」クラブへ。具体的にその内容をお書きください。

　　　　
　　　→ 5- ④「クラブ細則を変えた」クラブへ。具体的に変更内容とその理由をお書きください。

　　　→ 5- ⑤「その他」のクラブへ。どのような会員維持（退会防止）方法か、お書きください。
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質問6.新型コロナウイルス感染症関連の奉仕活動についてお聞きします。
6- ①貴クラブでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための奉仕活動を行いましたか？（選択は一つのみ）
☐ はい（→ 6- ②へ）
☐ いいえ（→質問７へ）
☐ まだ行っていないが、今後行う予定（→ 6- ②へ）
　　→ 6- ②「はい」「まだ行っていないが、今後行う予定」のクラブへ。それは、どのような活動ですか？（複数選択可）
　　　☐ 医療機関などに寄付金を贈呈
　　　☐ 医療機関などにマスクや消毒液などを寄付
　　　☐ 医療従事者などの会員による感染拡大防止の啓蒙（チラシ配布、講演など）
　　　☐ その他（お書きください）

　
　　　　
　　　　

質問7.今年度のクラブ活動計画についてお聞きします。
7- ①当初予定していた「今年度の活動計画」は、新型コロナウイルス感染症の影響で変更になりましたか？
☐ はい
☐ いいえ

7- ②今年度、どのような活動に力を入れる予定ですか？（複数選択可。実施中も含む）
☐ 国際奉仕
☐ クラブ奉仕（会員増強・会員維持・退会防止も含む）
☐ 職業奉仕
☐ 社会奉仕
☐ 青少年奉仕
☐ 新型コロナウイルス感染拡大防止関連の活動
☐ その他（お書きください）

7- ③今年度、国際奉仕活動を行う予定がありますか？（選択は一つのみ）
☐ 予定がある（→７- ④へ）
☐ 予定がない（→質問 8 へ）
☐ 予定していたが見合わせている・延期した（→質問 8 へ）
☐ 予定していたが中止した（→質問 8 へ）
☐ 未定（→質問 8 へ）
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　　　→ 7- ④国際奉仕活動の「予定がある」クラブへ。具体的にその内容をお書きください（活動時期を明記してく
　　　　ださい）。

質問8.最後に３つ、お聞きします。
8- ①現在、貴クラブにとっての懸念事項（心配・不安に思うこと）は何ですか？（複数選択可）
☐会員同士が顔を合わせる機会の減少
☐新旧会員の断絶
☐奉仕活動の継続
☐財政面
☐全体的な会員数の減少
☐特に、ベテラン会員の退会
☐特に、新会員の早期退会
☐地区役員が増えたことによる負担増
☐地域の問題（少子高齢化、労働人口の減少など）
☐特にない
☐その他（お書きください）

8- ②職業奉仕を生かし、個人的に新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する活動を行った（行っている）会員・会
員企業がおられましたら「お名前」「職業」「活動内容」を簡潔にお書きください。今後の取材の参考にさせていただき
ます（おられない場合は空欄で結構です）。

8- ③最後に、全国のロータリアンに呼び掛けたいこと、『ロータリーの友』への要望・ご感想がありましたら、ご自由
にお書きください（ない場合は空欄で結構です）。

ご協力、誠にありがとうございました。アンケート結果を『ロータリーの友』で後日、特集として掲載の予定です。アンケートに

ついてのご質問がありましたら、編集部：野崎恭子・山名愛（TEL03・3436・6651 ／メール research@rotary-no-tomo.jp）にお

寄せください。手書きのご回答は、Fax03・3436・5956 か、メールでご返送ください。 ⑤


