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941 2021/5/19 21:12 新会員 視聴できなかった

ロータリー始めたばかり。さらにコロナ禍で本来の姿が見えていない状

態ですので、まずは休まず例会に出席しようと思います。 

 

休まず出席する中で見えて来るものがあるのではと期待しております。

ロータリークラブに対する認識に日本と海外でかなり温度差があるとい

うことがわかりました。 

現実私の周りでは「ロータリークラブ？？」と言われる方が殆どです。そ

の時に「ロータリーとは」と誇らしく話せるようになれたら嬉しいです。 

現在私もロータリーについて深く説明する事ができないので、今後活動

を通じて理解を深めて行きたいと思います。 

 

入会して間もなく、わからないことが多く、質問する内容すらわからない

状態です。 

 

申し訳ありません。

935 2021/5/16 16:35 SAA 視聴した

地区への参加 

メイキャップをする

YouTube動画　ロータリーを楽しもう。大変分かりやすく、理解が深ま

りました。 

研修の場合、参加できないことが多いですが、今回のような方法であ

れば参加しやすく有難いです。

925 2021/5/14 6:38 新会員 視聴した

コロナ禍で例会や行事が中止する中で自分が会にとってできる事を考

え、会員の皆さんと違う形でコミュケーションをとっていきたいと思いま

す。

非常に分かりやすく、ロータリーがより身近に感じられるようになりまし

た。

918 2021/5/12 10:03 新会員 視聴した

コロナ禍でコミュニケーションが取りづらいですが、できる限り皆さんと連

携を取っていきたいと思います。

場所を選ばず受けることができ、有意義でした。

917 2021/5/11 18:59 新会員 視聴できなかった

910 2021/5/11 11:07 ロータリー財団 視聴した

入会3年目 

クラブ、地区ともに初の委員会メンバーを拝命したので、 

先ずは内容理解に努めて、不備のない様に、担当業務をこなす年と

したい。

Rotaryの活動内容の一端を少し認識したところ。 

実生活、国内にいるうちは、これまでライオンズクラブの活動が一般的

に普及している認識であり、今後Rotaryの活動内容が広く地域に普

及させていくのかが、課題と思う。

904 2021/5/10 16:04 新会員 視聴した

コロナ禍ではありますが、世界平和の為に、奉仕活動の大切さが良く

分かりました。ロ－タリ－クラブの一会員に慣れたことを誇りに思い、今

後も大きな気持ちで奉仕活動に従事していきたいです。 

 

世界ではコロナの事で大変な情勢であります。塞ぎこんでいては何も

変わらないと思いました。行動することの大切さが身に染みてわかりまし

た。この様な情勢でもいろいろな方法で活動するロータリ－クラブの一

員であることを誇りに思います。

特にありません。日々精進し勉強させて頂きます。 

今後とも宜しくお願い致します。

884 2021/5/8 20:05 新会員 視聴した

今よりもっと色々なことを学んでいきたいと思います。 自分が思ってるより歴史が古いことと様々なボランティア活動をされてる

ことなどを学び自分も成長していけたらと思いました。

877 2021/5/8 17:50 新会員 未回答
876 2021/5/8 17:50 新会員 未回答



866 2021/5/8 14:39 新会員 視聴した

入会初年度ということもあり、所属している平塚RCが開催してくださっ

ている新入会会員向け研修であったり、久保田ガバナーの訪問時に

は新入会会員向け意見交換会に参加するなどして、「ロータリーとは

何か？」ということを学びながら、毎回の例会に新鮮な気持ちで出席

しています。 

ロータリー一年生である今年度の目標は、「ロータリーを体感するため

に例会や活動にできるだけ参加する」という非常に基本的な部分に主

眼を置いておりました。今のところそこそこ達成できているかと思っていま

す。 

さて、二年生となる次年度は、１年目に感じたロータリーのおもしろさ

をさらに深めるため、①楽しみながら例会に出席することに加え「役割」

にもこだわる、②地域・社会のニーズも感じながら活動するクラブのメン

バーの一員として「自らも行動」する、③クラブを離れた時にもロータリー

で感じたことや経験を「社会や周囲へフィードバック」していく、ということ

に個人としてチャレンジしていくことを抱負としていきたいと思っています。

コロナ禍の中での策ということが起因であり、配信する手間など事務局

の負担はあるのかと思います。 

しかしながら、自由な時間・場所で研修に参加できることはロータリー

会員の多くがそうであるビジネスパーソンにとっては大きなメリットである

と思いました。 

また、研修をオンデマンド配信していることで、見直したり理解を深めた

い部分に戻れることが理解促進に役立つとも感じました。 

コロナ禍の拡大いかんに関わらず、次年度以降も研修や例会等のデ

ジタル化・オンライン化には取り組んでいくべきと考えます。

862 2021/5/8 11:06 新会員 視聴した

個人ではできない事、団体だからできる事を重要視し少しでも実現に

向け貢献していきたい。

コロナ禍で出来るベストのスタイルではあったとおもう。やはり一歩通行

になりやすいのがオンラインの寂しさです。

日本のロータリーが向かう方向性、日本独自の奉仕や寄付の使い道

など明確なスタンス、方向性、共通認識がない限り会員増強といって

もお勧めしにくいのは否めません。グローバル社会において国際社会の

中での立ち位置も大切ですが国内において出来る事、しなくてはなら

ない事があると感じております。

846 2021/5/7 19:01 新会員 視聴できなかった

839 2021/5/7 15:55 新会員 視聴した

これまで青年会議所や地域の業界団体の役員をしてまいりました。自

社だけでなく、自分たちが仕事をさせていただいている地域にも目を向

けて、お役に立てればという思いで仕事をしてきました。この度、私のア

ドバイザーである先輩ロータリアンからのご縁をいただき平塚湘南ロータ

リークラブに入会させていただきました。これからは、私も一ロタリアンとし

て、地域社会だけでなく、日本全体や世界にも目を向けて、本当に

支援を必要としている人々のために奉仕できる人になりたいと思いま

す。そして、ロータリークラブの活動を通して会員や多くの方々との親睦

を深め、様々なことを学び、行動し、人に与えることができる、貢献す

ることができる人間になりたいと思います。ご指導ご鞭撻のほど、どうぞ

よろしくお願いいたします。

大坂ロータリークラブに松下幸之助翁が入会されていたことを知り感激

しました。私にとって経営の神様です。そして、ロータリアンという共通の

価値観で立場や年齢を問わず共にリスペクトしあい人間関係を作るこ

とができるという組織風土に素晴らしい精神を感じました。また、日本

だけでなく、世界にも目を向け、弱い立場の人々の経済搾取やポリオ

などの伝染病に対して積極的に対策を講じる活動にロータリー財団や

多くの基金が役に立っていることを知り、この団体の意義・存在に敬意

と共感を感じました。このような崇高な想いのもとに活動できることに幸

せを感じます。自分も、もっと貢献できる人になりたいと思いました。

特にございません。

827 2021/5/7 0:45 新会員 視聴した

次年度はRC3年目となるが、コロナ禍が暗い影を落とした関係もあ

り、それまでの伝統的な活動を十全に体験できたとは言いがたい。残

念なことにコロナ禍は今しばらく続く気配であるが、その先の夜明けには

瞬時に動き出せるような心持ちを抱きつつ行動したい。またそのための

準備を行えればと思う。

田島ガバナーエレクトの示されたテーマに共通するキーワードは「将来

への展望」であるように感じた。これは今まさに世界が直面しているコロ

ナ禍を打破するための必須要件でもあり、その探究はRIの価値を高

めることに直結すると感じた。私はまだ次年度で3年目の若輩者であ

るが、これからの10年、20年先の将来をいかに導くかという視点を常

に胸に携えながら行動したいと思う。

田島ガバナーエレクトへ質問です。 

私のような新会員かつ若輩者がロータリーに対して残すべき最良の

IMPACTとは何か、機会があればお考えをお聞かせください。 

よろしくお願いいたします。

820 2021/5/6 20:59 新会員 視聴できなかった

相模原東ロータリークラブに入会してまだ半年くらいですが、コロナで例

会も思うようにできなくなり本来のロータリークラブの活動ができていない

のはとても残念です。少しでも貢献できるようにクラブの会員さんと 

協力しながら頑張りたいと思っております。 

高校生位からボランティア活動に興味がありましたのでまさにロータリー

クラブは理想に当てはまります。

オンライン研修を終えて、ロータリークラブの歴史や奉仕の精神、いかに

社会貢献活動を率先して行っているかがよくわかりました。 

楽しみながらロータリークラブ活動をしていき、会員として恥じない振る

舞いをしなくてはと心新たに頑張ろうと思えた研修になりました。 

コロナが落ち着いたらメイクに率先していきたいと思っておりますが、 

いつくらいからメイクにはいけるのでしょうか？

808 2021/5/6 17:05 新会員 視聴した
806 2021/5/6 16:56 新会員 視聴できなかった



783 2021/5/6 9:41 新会員　友好クラブ委員会 視聴した

入会して２年近く経ちますがコロナの影響であまりロータリークラブの 

活動がまだよく理解出来ていないのが正直なところです。 

理解を深めるためになるべく例会や行事に参加していこうと思います。

理解を深めるためにもう少し具体的な事例を多く載せていただけると

良いと考えます。(諸先輩方の日々の取り組みやそれによって得られた

思いや 

感動など）

今のところ特にございません。

782 2021/5/6 9:40 新会員 視聴した

766 2021/5/5 15:42 新会員 視聴した

ロータリークラブの良さを知らない人にもお知らせして会員を増強したい

と考えます。

日本はもとより世界中、様々な人がロータリークラブでの活動をしてい

るのだと気付きました。 

震災後の復興活動にも尽力していたと聞き、誇りに思います。子ども

や学生へのサポート活動、ポリオ撲滅運動にも感動しました。 

まだまだロータリアン同士の交流については未知ですが、楽しみでありま

す。 

寄付については、奉仕につながると共感できるので出来る範囲で続け

ていきたいと思います。

764 2021/5/5 14:42 新会員 視聴できなかった

757 2021/5/5 11:34 新会員 視聴した

ロータリアンとして「奉仕に学ぶ」ということを学んでいきたい。 私は入会3年目ですが、今まではロータリアンの意義や奉仕の意義が 

もう一つ理解不足でした。 

今回の研修を受けてロータリーの力のスケールメリット、寄付の意味、 

色々勉強になりました。

質問ではないのですが、今後も機会が有れば、また勉強してゆきたい

と 

思います。

755 2021/5/5 11:28 新会員 視聴した 新会員としてまずはロータリー活動を理解したいと思います。 大変参考になりました。 特にありません。

740 2021/5/4 15:23 新会員 視聴した

コロナ禍の中これまでと同じ行動ができませんが、少しでもみんなのた

めになることを、実行していきます

オンラインでの研修は自分で時間に余裕のある時に視聴でき、不明な

点は見直すこともでき、習得できました

729 2021/5/3 14:18 新会員 視聴した

自身のこれまでの職業における知識、経験をロータリーメンバーに共有

することがロータリーの活動に貢献できることを改めて認識したため、 

今後は自身のスキル、経験を如何なくフィードバックするよう努める。

ロータリアンであることの意義、プライドを実感することができ、ロータリー

活動が自分にとってより身近で価値のあるものに感じることができたた

め、今後これまで以上に積極的にロータリー活動に関与しようと思っ

た。

725 2021/5/3 10:55 新会員 視聴した

・まずは自分が所属するクラブ会員との親交を拡大する 

・年度内に他のクラブへメイキャップする

・わかりやすくまとめられていて、効率よく視聴できた 

・Eラーニングは興味ある分野を続けて受講したいと思う

・特にありません。今後ともよろしくお願いいたします。

705 2021/5/2 1:14 新会員 視聴した

「世界を変える行動人」になるために、日々行動し続けます。 

 

私の夢は、『アートで溢れる世界を創ること』です。そのために、アーティ

スト支援事業を本格的にスタートさせました。 

 

私が今日まで諦めずに進んで来れたのは、「今日という日は、"誰か"

が夢見た明日」という言葉に出逢えたからです。 

 

この言葉に出逢ってから、考え方が一変し、命の使い方を意識するよ

うになりました。 

 

どんな時も前を向いて、一日一日を大切に、そして情熱を持ち続け、

志高く歩み続けます。

自分のペースで研修を受けることができ、感謝しております。 

 

ロータリーの根本を学べました。 

 

全体を通して、よりロータリアンとしての自覚をしっかり持たなければいけ

ないと感じました。 

 

特にポリオ撲滅や女性の活動支援、環境配慮等は、すべてSDGs達

成のための考え方に繋がってきます。 

 

普段からSDGs達成のために取り組んでいることは多々ありましが、よ

り意識していこうと思いました。

ありません。



699 2021/5/1 19:01 新会員 視聴した 出来るだけ多くの奉仕活動に参加できる様に頑張ります。 多くの方が参加している事に驚きました。歴史がある活動だと感じまし

た。

689 2021/5/1 11:17 新会員 視聴した

なかなか本業が忙しく例会に参加できない時があるが、今年以上に

例会に参加し、もっとロータリーのことを勉強したいと思います。

色々な情報があり、少し混乱し、十分に消化できていません。ただ、オ

ンラインの研修であれば、わからないところを再び視聴することによって

理解できると思います。その意味で、従来の対面での研修の方がいい

と思いますが、オンライン研修も悪くないと思います。

与えられた膨大な情報の体系的理解が難しく思いました。

678 2021/4/30 17:42 新会員 視聴した

今年度は、恥ずかしながら自分の事で精一杯でした。 

次年度は　良いことをする　を基本に考え、もっと周りに目を向けられる

ようにしたいです。 

まずは地域を通して良いことを行い、更に広い世界に視野を広げてい

きたいと思っています。

ロータリークラブという世界が少しづつわかってきました。 

オンラインでいつでも勉強できるのは、とても素晴らしいです。 

 

これからも、時間をみつけてロータリーへの理解を深めたいと思います。

残念ながら、まだまだ質問できるほどロータリーを理解できていません。 

更に勉強いたします。

676 2021/4/30 16:59 新会員 視聴した

663 2021/4/30 11:35 新会員 視聴できなかった

654 2021/4/29 23:10 新会員 視聴した

642 2021/4/29 14:54 新会員 視聴した

ロータリー活動というものが、コロナ禍でもあり、いまいち理解できていな

いため、理解を深めたいと思う。

コロナ禍の中、大変わかりやすい研修だと思いました。来年度以降も、

オンラインなら参加できるという方もいると思うので、続けていってもらい

たいです。

ご活躍を期待しております。

635 2021/4/29 11:09 新会員 視聴した

継続。 昨年より入会しましたが、ほとんどの活動が行われず、例会も集会での

参加は数回でした。職業柄Webの参加をしていたため、入会したこと

の意味が見いだせずいました。 

今回のオンライン研修に参加して、改めて継続していこうと思いまし

た。 

よろしくお願いいたします。

630 2021/4/29 9:50 新会員 視聴した

コロナウイルスによる自粛規制が多い中での入会ですが、 

先輩の会員の皆様に色々な事を教えていただきお役立て出来る様に

頑張ります。特に異業種の方々と交流を持つことは自分には大きな

刺激となります。自粛規制が早く終わり皆さまと交流が出来ることを願

います。

慣れない環境の中での研修でしたが何とか内容は頭の中に入りまし

た。 

世界的にコロナウイルスが蔓延している環境の中でポリオの動画は刺

激がありました。 

ウェブ研修の開催を増やしていけば慣れて来るのではと思いました。

特になし。

615 2021/4/28 15:47 新会員　ニコニコ委員会 視聴した

早く新型コロナが収束して、皆と一緒にいろいろと活動出来るようにな

ることを祈っています。

それぞれの動画とても良く編集されていて分かりやすかったです。

612 2021/4/28 14:08 新会員 視聴した

奉仕（Service）、親睦(Fellowship）、多様性

（Diversity）、高潔性（Integrity）、リーダーシップ

(Leadership）の中核的な価値観をベースに、職業人と地域社会

のリーダーのネットワークを通じて、人々に奉仕し、高潔さを奨励し、世

界理解、親善、平和を推進して参る所存です。

知らないことばかりでしたので、社会勉強になりました。

603 2021/4/27 23:35 新会員 視聴した もっとロータリー活動に参加する。 ロータリーは世界と繋がっているんだと思った。

596 2021/4/27 17:51 新会員 視聴した

590 2021/4/27 15:28 新会員 視聴した

583 2021/4/27 13:17 新会員 視聴した ロータリーに参加してより理解を深めていきたいです。 ロータリーの理解が深まりました。

580 2021/4/27 11:58 新会員 視聴した 自身のスケジュールに合わせて受講できるので大変ありがたいです。



568 2021/4/26 18:03 新会員 視聴した

クラブの先輩を見習いながら、頑張っていきます。 オンライン研修-2について、マイロータリーからラーニングセンターにサイ

ンインすると画面が白くなり、先に進めませんでした。 

パソコン2台とスマホで試しましたが、いずれもダメでした。 

申し訳ありません。

565 2021/4/26 17:42 新会員 視聴した

555 2021/4/26 14:02 新会員 視聴できなかった

今年度はコロナにより例会ができない期間が多く、活動も限られてい

た。 

次年度もまだ状況は大きくは変わらないかもしれないが、活動はしっか

り行っていきたい。

「寄附」と「寄付」の使い分けがよくわからなかった。 

奉仕に学ぶはよく理解できました。 

特にございません。 

引き続きよろしくお願いいたします。

542 2021/4/26 8:59 新会員 視聴した

まずは例会出席100%を目指します。又、マイロータリーの研修を利

用してロータリーについて知識を深めていきたい。

次年度の方針について理解が出来た。また、地区の現状についても

知ることが出来て良かった。

541 2021/4/25 23:18 新会員 未回答

540 2021/4/25 23:17 新会員 視聴した

昨年度、初めてRC会員となりましたので、宜しくお願い致します。 

メーキャップなど積極的に行っていきたい。

映像による研修だったので、非常に取り組みやすかった。 　

539 2021/4/25 23:15 新会員 視聴した

506 2021/4/24 15:56 新会員 視聴した

奉仕の心を学び、喜びを感じ、友情と親睦を深め、自分自身を磨き

ます。 

奉仕を学ぶのではない、奉仕に学ぶのだ。

482 2021/4/24 10:30 新会員 視聴した

会員の方々と懇親を深める 一人で受講しているとロータリークラブの一員になったという連帯感や

共感などが得られにくく、気持ちが入っていきにくいと感じました。 

内容としてはよくまとめられてわかりやすいとは思います。

特になし

472 2021/4/23 16:30 新会員 未回答


