
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□ロータリアンの行動規範：野田眞治会員

□会員数：１７名（免除者：２名）

□出席者：１３名 □欠席者：２（うち免除１）名

□メイク： ２名 □出席率：９３．７５％

スマイルボックス

□結婚記念日 …板場、野田

□配偶者誕生日…吉本、川崎

□事業所創立 …佐渡

記念日代表者謝辞

３月 吉本きよ子会員

幹 事 報 告

幹事 福本 博之

・３月ロータリーレート

１＄１０６円

・杉川聡ガバナーエレクトを囲む

会G9次年度会長幹事会ご案内

日時 ４月５日（月）

場所 三原国際ホテル

≪連絡事項≫

３月定例理事会は、持ち回りで開催します。

本日のプログラム ３月１１日 次回のプログラム ３月２５日

奉仕プロジェクト委員会担当例会 ZOOM 勉強会

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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会 長 の 時 間

会長 久藤 孝仁

SDGsとは「Sustainable Develop

ment Goals」の略。読み方はエ

スディージーズ。日本語では

「持続可能な開発目標」と言い

ます。

２０１５年９月、ニューヨーク

の国連本部で「国連持続可能な開発サミット」が開

催された際です。その際「我々の世界を変革する：

持続可能な開発のための２０３０アジェンダ（行動

計画）」＝SDGsが採択されました。（２０１５年に

採決し、２０３０年を目標に取り組まれている）１

７の目標と１６９のターゲットで構成されています。

SDGsの大きな流れとして企業が取り組み始めたとい

うことが特徴です。

１９９９年世界経済フォーラム（ダボス会議）にて

コフィー・アナン国連事務総長（当時）が提唱し、

２０００年に国連グローバルコンパクトが発足され

ました。世界１６０カ国で１万３０００を超える団

体（そのうち企業が８０００を超える）が参加し、

日本でも大手企業を中心に加入が増えており、持続

可能な世界を実現するための世界的な枠組となって

います。

また、「持続可能な開発のための世界経済人会議」

（WBCSD）には約３５カ国、約２００社のグローバ

ル企業が参加しております。「会員企業は、持続可

能な社会の実現が企業の発展の基盤であることを認

識し、広く社会に有用で新たな付加価値および雇用

の創造、ESG（環境・社会・ガバナンス）に配慮し

た経営の推進により、社会的責任への取り組みを進

める。また、自社のみならず、グループ企業、サプ

ライチェーンに対しても行動変革を促すとともに、

多様な組織との協働を通じてSociety5.0の実現、SD

Gsの達成に向けて行動する」

Society 5.0とは

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実

空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発

展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会

（Society）

２０１９年３月の「SDGs」の認知度アンケートでは、

（聞いたことが有る）は、１９％（アンケート参加

28ヶ国中最下位）。２０２０年３月では、３２．９

％にまで、向上しました。（国連加盟国、193ヶ国）

目標１～６

１．貧困をなくそう

２．飢餓をゼロに

３．すべての人に健康と福祉を

４．質の高い教育をみんなに

５．ジェンダー平等を実現しよう

６． 安全な水とトイレを世界中に

貧困や飢餓、水の衛生など。開発途上国の基礎的な

目標が中心であると考えられます。目標５のジェン

ダー平等については先進国でも多くの課題がありま

す。

目標７〜１２

７．エネルギーをみんなにそしてクリーンに

８．働きがいも経済成長も

９．産業と技術革新の基盤をつくろう

10．人や国の不平等をなくそう

11．住み続けられるまちづくりを

12. つくる責任つかう責任

働きがい、経済成長、技術革新、クリーンエネルギー

などの言葉が並びます。先進国や企業にとっても取

り組むべき課題が多くあります。また、つかう責任

では一人ひとりの消費者にも持続可能な世界のため

に責任があることがわかります。この辺りがSDGsの

特徴であり、これだけ大きな社会の流れとなってい

る要因です。

目標１３〜１７

13．気候変動に具体的な対策を

14．海の豊かさを守ろう

15．陸の豊かさも守ろう

16．平和と公正をすべての人に

17．パートナーシップで目標を達成しよう

気候変動、海洋資源、生物多様性などグローバルな

課題です。そして目標１６では世界平和、目標１７

では国や企業や人々の協力を呼びかけています。

私たちはSDGsの目標達成のために何ができるのでしょ

うか？具体的に紹介していきます。

・買い物の仕方を見直す

最近ではお菓子のパッケージなどが以前のプラスチッ

ク製の物から紙を原料にしたクラフト包材に変わっ

ていることをご存じでしょうか？こういった商品を

購入するだけでもSDGsに貢献できます。

また、地球に優しい生産方式で生産された持続可能

な商品に付いている認証マークの商品を購入するこ

とでもSDGsに貢献できます。

あとは、最近では利用する方が増えていますが、エ

コバッグもSDGsの目標達成への取り組みです。

レジ袋や食品ラップは、化学繊維や合皮、プラスチッ

クなどからできています。これらの原料は、植物由

来の原料と比べると、環境負荷が大きい傾向にある
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ので、商品のパッケージに注目しながら、植物由来

の原料を使用した商品を意識して購入しましょう。

・洗濯の仕方を見直す

洗濯に使う洗濯洗剤が海を汚染している要因と考え

られています。洗濯洗剤や柔軟剤には、香りを長続

きさせるために、マイクロカプセルが含まれている

物もあります。

マイクロカプセルの原料はプラスチックです。マイ

クロカプセルは自然に分解されることがないため、

洗濯をした後の排水として、そのまま川から海に流

されてしまいます。

少量の洗剤で洗濯できる商品や生分解が可能な商品

も出てきているので、そういった商品の購入も環境

問題の解決へとつながっていく行動の1つです。

・周りの人に発信する

最近では漫画家や芸人の方からの発信もあり、徐々

にSDGsの認知度は高まってきています。しかしなが

ら、SDGsを進める上で重要なことは「1人の100歩よ

り、100人の1歩を」目指すこと、つまり多くの方た

ちが認知することが最重要なのです。

つまりあなたが発信者となり、SDGsを知らない方た

ちにSNSなどを通じて届ける活動は立派なSDGsの取

り組みになります。詳しく知的に伝えられなくても

いいのです。SDGsってなんだろう？と興味や関心を

抱いてもらうことが第一歩へとつながります。

理事会報告（３月）

□日 時 令和３年３月４日（木）

□場 所 ホテル大広苑（持ち回りで実施）

□議 題

①杉川聡ガバナーエレクトを囲む会・G9次年度会長

幹事懇談会の件 承認

日 時 令和３年４月５日（月）１７時～１８時

場 所 三原国際ホテル

登録料 ４，０００円

懇親会なし、お弁当持ち帰り

出席者 福本次年度会長、宮本次年度幹事

次年度G9ガバナー補佐 中川会員

ガバナ補佐幹事 吉本会員

事務局出席、事務局費用はクラブの負担。

※３月４日発行週報の２月理事会報告について未記

載がありましたので下記に記します。

・４月８日（木）花見例会について 承認

昼間の通常時間帯とする。

内容については親睦委員会で検討する。

次年度理事会報告

□日 時 令和３年３月４日（木）

□場 所 ホテル大広苑

□出席者 ７名

□議 題

①次年度理事会へガバナー補佐の出席要請の件

理事会へガバナー補佐の中川会員へ出席していた

だきます 承認

②次年度理事担当委員会の件 承認

クラブ管理運営委員会 木村 安伸会員

会員組織委員会 吉本きよ子会員

奉仕プロジェクト委員会 堀越 賢二会員

③次年度委員会構成の件 承認

会長・幹事へ一任とする
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