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会長挨拶	 由上会長

皆さん、今晩は。皆様とお会いする久々の例会です。

昨年の12月14日の総会以来ですので再出発として近

況を報告させていただきます。

【クラブ奉仕】

9月の移動家族例会、クリスマス家族例会は中止と

なったことは皆さんはご存じと思います。

総会後に理事会を行ったのですが流れてしまったク

リスマス家族を 5月17日に決定しました。

しかし長引くコロナの緊急事態宣言により 2月の理

事会で 4月 5日の春の家族移動例会も通常例会に変更

となりました。流れてしまった40周年イベントを兼ね

たクリスマス家族の代わりを 5月17日としていました

がこれも黄色信号です。来週の理事会で検討いたしま

す。

理事会は12月から毎月行っており、 2 月はZoomを

併用しました。 3 月 1 日のZoom例会には 2 度の予行

演習を行いました。 3 月 1 日の例会のZoomデーター

をUSBに落としてもらい見させていただきましたが

音声が聞き取りづらく苦痛を与えてしまいました。申

し訳ありません。 3月 8日のデーターは未だ見ており

ませんが色々改善をしております。どうでしたか？

これは山下さんが中心となってやって頂きありがと

うございます。又、ホームページも新しくなっており

ます。例会の出欠連絡も入力できる様になっています

ので是非活用して下さい。ナコンパノムの写真なども

豊富に出ています。

コロナの中で一番大きく変わったのはIT関係と思

います。今年の 9 月からデジタル庁が活動を始めま

す。皆さんも出来るだけITについていきましょう。

【国際奉仕関係】

ウォータープロジェクトの実施、ナコンパノムの30

周年行事の対応。

スリランカへの遊具の提供。予算はオーバー。

台湾での世界大会は中止。

【職業奉仕】

職業体験はコロナで難しい。出前授業は喜ばれるか

も知れない。

HPの「私の職業」のフォローをお願いします。

【社会奉仕】

クリーンデー、献血実施。次回の献血実施は明後日

です。

予算は余っているので何かをしたいですね。

【青少年奉仕】

目玉であるふれあい大相撲は中止により別案を考え

てくれています。

本日の例会

第1801回例会　令和 3年 3月29日
今週の歌　「どじょっこふなっこ」
卓　　話　「私の職業」� 瓜生　晴彦�会員

前回の記録

次回の例会

第1802回例会　令和 3年 4月 5日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　「会員対談」� 清水　良寛�会員
� 聞き手　橋本　幸治�会員



米山感謝祭はZoomで行われ枚方RCの米山奨学生と

サンダリさんが司会を務めました。

しかし感謝祭の録画を終えた後に枚方RCの米山奨

学生はオートバイの交通事故で亡くなられました。因

みに枚方RCでは 2 月に通常例会を再開されましたが

会員にコロナ感染者が居たことが判明したため例会を

休会されました。枚方RCは大変な状況になりました。

サンダリさんの例会出席は 3月 1日が最後になりま

した。会社研修がスタートしたためです。米山感謝祭

で録画されたサンダリさんの挨拶は後ほど流してもら

えるでしょう。

最後に今年度執行部の任期は 6月末です。やり残し

たことは多々あると思いますが「最後にこれだけは

やって！」と言うことがあれば提案して下さい。

この 3月と 4月の理事会で決定しなければ出来ませ

ん。宜しくお願いします。

ゲスト紹介
	 親睦活動委員会　清水（良）委員長

本日のお客様はいらっしゃいません。会員で例会を

ゆっくり楽しんで下さい。

幹事報告	 木田幹事

◇ 3月29日例会後に理事会があります。

◇�2021－22年度地区委員の方に委嘱状が届いています

ので会長よりお渡しします。

　地区国際奉仕委員会委員　　　　坂本　一成会員

　地区ロータリー財団委員会委員　清水　良寛会員

　地区社会奉仕委員会委員　　　　近藤　　亘会員

◇�米山記念奨学会よりカウンセラーの方々に感謝状が

届いていますので会長よりお渡しします。

　髙木久美子会員

　（長屋　　興会員）（近藤　　亘会員）

◇�米山奨学会で発表された、サンダリさんからの

YouTubeを披露しました。

◇�ロータリー財団より由上会長にベネファクターの記

念品として、認証状とピン、PHF 3 のバッジを

杦本会長エレクトよりお渡しします。

瀬川会員にはPHFピンを会長よりお渡しします。

◇�新旧理事会を 4月19日に変更します。場所は、新大

阪江坂東急REIホテルにて、例会後、理事会及び引

継ぎ、懇親会を行います。



出席報告	 出席委員会　村井委員長

●会　員　数　45名　

　出席会員数　40名（内Ｗeb参加 3名）

●来　　　客　 0名　　本日の出席率　93.02％

● 3月 8日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会	 佐藤委員長

今週の水曜日24日に、恒例の献血活動が実施されま

す。場所は、いつもと同じ、ビケンテクノ様の事務所

の敷地内です。

コロナの影響で、イベントが激減しており、献血を

呼びかける機会が減って、血液の確保に大変苦労され

ているそうです。この機会に、是非ご協力をお願いい

たします。

時間も、いつもと同じ、午前10時から、12時。午後

は 1時より 4時までです。

皆さんのご参加をお待ちしています。

もう一つあります。来月 4 月 1 日のクリーンデー

も、中止の連絡が入りました。先月の当クラブ主催の

クリーンデーに続いての中止で、大変残念です。 5月

の実施の際には、ご協力お願いいたします。

米山記念奨学会委員会	 髙木委員長

サンダリさんは 3月から永木精機に入社され、すで

に現場研修に入られています。

先日電話連絡したところ、明るい声で応対され、皆

さまにも元気でやっておりますとお伝え下さい、いつ

もありがとうございますと話されました。

ニコニコ箱	 塚脇SAA

●由上会長　ニコニコが枯渇しています。ご協力をお

願いします。

●橋本（芳）会員　コロナで大変な中、新しいHP・ズー

ム例会などの設営ありがとうございます。私事です

が、アートレイクにB月例で優勝しました。

●木下会員　本日より次年度杦本会長の理事会が始ま

ります。皆様、温かく見守って下さい。よろしくお

願い致します。

●西村会員　結婚記念日のお花ありがとうございまし

た。

●橋本（幸）会員　娘が大学を卒業しました。学部長賞

も頂きました。

●家村会員　例会出席ひさしぶり、皆様これからもよ

ろしく！！

●新井会員　ズーム例会に参加して。

●小川会員　お久しぶりです。コロナに敗けない様、

RCを楽しみましょう。

●坂口会員　お久し振りです。

●青木会員　コロナに負けずに頑張りましょう。

●石﨑会員　Zoom例会、勉強になりました。

●橋本（徹）会員　例会再開を祝して！河邊パスト会長

心遣いありがとうございます。

●木田幹事　久々のニコニコです。

●清水（良）会員　久し振りに皆様とお会いできてうれ

しいです。

●髙木会員　コロナの中、皆様お互い気をつけましょ

う。

●矢倉会員　お誕生日プレゼントありがとうございま

す。

●瀬川会員　お久しぶりです。

●堀会員　 3月21日に肉バルオーガスを改装し、丸伍

精肉店として洋食屋をリニューアルオープンしまし

た。皆様お越しください。

●榎原会員　久々の会場例会出席。皆さんお元気で何

よりです。

●本田会員　会員の皆様お久しぶりです。

●井伊会員　お久し振りです。例会再開を祝して。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 115,000円

　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 665,000円

　　　　　　　　累計ニコニコB� 2,000円



企業としてのSDGsへの取組み
� 西村　元秀�会員

コロナ禍の中で皆さんご苦労されておられることと

思います。先日の坂口先生の卓話でおっしゃっておら

れたようにここはあと 3 年は我慢ではないかと私も

思っております。ただ社会の動きを見ておりますと新

型コロナ感染対策と平行してまさしく新しい時代への

転換が始まってきていると実感しています。自然エネ

ルギー、電気自動車、自動運転、ロボットなどがすっ

かり現実の世界に入りつつあります。また、女性活躍

社会への移行では、森 元総理の発言で騒動もおきま

したが多様化社会への動きが早まっています。一方で

所得格差がこのコロナ下でも広がっており、ステイ

ホームで空気が綺麗になったが財布も軽くなった方が

いる一方で、過剰流動性で株式相場が上昇したことで

含み益を膨らませている方々が増えて高額商品が売れ

ているのも事実です。それらを踏まえて今日お話しす

るSDGsを考えてみたいと思います。昨年の秋ぐらい

からですが、新聞にSDGsが出てない日がないぐらい

すごいスピードで認知されてきています。ではSDGs

とは一体どんなものなのでしょうか。ご存じの方が多

いと思いますが少しおさらいしてみます。

SDGsは英語の略語です。Sはサステナブルで持続

可能を意味します。Dはデベロップメントで開発を意

味します。Gはゴールで目標を意味しており、Gsは

ゴールズで複数形を表しています。合わせますと「持

続可能な開発目標」になります。日本語で言っても何

卓　　　話 かわかりにくいですね。ただこれをエス・ディー・

ジーズと呼ぶことは世界で一般的になりました。それ

くらい広まっている言葉です。今私はこのエス・

ディー・ジーズのバッチを着けて毎日会社に行ってい

ます。17色の丸いリングバッチもすっかり社会になじ

んで来たようです。では、これの歴史、成り立ちから

説明させていただきます。今から 6年前の2015年 9 月

15日にアメリカニューヨークでの国連サミットで加盟

国193か国全会一致で17項目の「持続可能な開発目標」

を2016年から2030年向けて達成することが可決されま

した。その一つひとつを説明しますと以下のようにな

ります。英語で決議されているので日本語とあわせて

ご覧ください。雰囲気を感じていただけるものと思い

ます。

1，貧困をなくそう� （No�poverty）

2 ，飢餓をゼロに� （Zero�hunger）

3 ，すべての人に健康と福祉を

� （Good�health�and�well-being）

4 ，質の高い教育をみんなに� （Quality�education）

5 ，ジェンダー平等を実現しよう�（Gender�equality）

6 ，安全な水とトイレを世界中に

� （Clean�water�and�sanitation）

7 ，エネルギーをみんなにそしてクリーンに

� （Affordable�and�clean�energy）

8 ，働きがいも経済成長も

� （Decent�work�and�economic�growth）

9 ，産業と技術革新の基盤をつくろう�

� （Industry,�innovation�and�infrastructure）

10，人や国の不平等をなくそう

� （Reduced�inequalities）

11，住み続けられるまちづくりを

� （Sustainable�cities�and�communities）

12，つくる責任つかう責任

� （Responsible�consumption�and�production）



13，気候変動に具体的な対策を� （Climate�action）

14，海の豊かさを守ろう� （Life�below�water）

15，陸の豊かさも守ろう� （Life�on�land）

16，平和と公正をすべての人に

� （Peace,�justice�and�strong�institutions）

17，パートナーシップで目標を達成しよう

� （Partnerships�for�the�goals）

こうして見てみるとごく当たり前のことを目標にし

ています。だから反対する国も無かったんだと思いま

す。そのまま国際奉仕のテーマになるものも見受けら

れます。我々が15年間続けているクリーンウォータ―

プロジェクトなどはまさしく 6番の項目です。また、

いままで日本で言われてきた「三方よし」とか「利他

主義」などにも通じるものがあり、民間企業では比較

的すんなりと受け入れられてきているように思われま

す。また、この目標がすごいのはその評価機関がある

ということです。まだ2030年まで時間は十分あるので

すが、197か国中でどの項目で第何位かがわかるよう

になっており、最近の新型コロナ問題や目だったとこ

ろでは東京オリンピック委員会理事長発言問題などは

影響してくるものと思われます。ちなみに日本が遅れ

ているところは残念ながら一番大切な環境問題、女性

活躍でのジェンダー問題などがあります。政府として

も国連での地位向上を中長期的に図るためにもあらゆ

る政治的努力をおしまないものと思われます。また学

校教育にもこれから取組みが進んでいくものと思われ

ます。

次にSDGsが生まれた背景について見てみます。や

はり政治より経済面からのほうがわかりやすいのでそ

ちらから説明したいと思います。そこで時代をさかの

ぼって大河ドラマ「青天を衝け」の渋沢栄一の時代か

ら行きましょう。当時の日本の人口は3,000万人で江

戸は世界に誇る100万都市だったそうです。当時の士

農工商の社会ではすでにSDGsの考え方が一部の大店

であったようです。今みたいな税金制度がなく地域社

会で積極的に窮民救済を行い「誰一人取り残さない」

というSDGsの理念に近い社会を築いていたようで

す。さきほどお話した目標では 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、

になりますね。その中で今も続いている商人の倫理が

生まれてきたと言われています。積立金を活用した例

は、今の東京商工会議所の前身となる江戸町会所でそ

のお金を運用して、飢饉に備えてもみを備蓄したり、

平時には窮民への低金利融資もしていたようです。話

はそれますが、SDGsの理念はどうやったら人間社会

が長続きするかということですので、伊勢神宮の式年

遷都など1300年以上続いているのは世界に誇れるとこ

ろだと思います。また、材木の再利用の面、技術の継

承も含めて素晴らしいものだと思います。

最後に本題である「企業としてのSDGsへの取組み」

は重要と考えています。先ほどお話したように日本で

は企業の長期繁栄、持続可能な成長には「三方よし」

「利他主義」をその経営理念まで落とし込んできまし

た。SDGsはそれに未来を入れたものとも理解されて

います。いわゆる。売り方よし、買い方よし、世間よ

し、そして未来よしの「四方よし」になるわけです。

2025年の大阪関西万博にもそのテーマである「いのち

かがやく未来社会」でしっかりとSDGsの理念を織り

込んでいくようです。こうした内からのSDGsに加え

て、上場企業としては株主の選択がこの基準に移りつ

つあることが重要です。SDGsファンドやESGファン

ドの規模は年々拡大しています。その面からも投資家

との対話になかでこのテーマが鍵になりつつありま

す。こうした流れは確実に企業経営者の姿勢に変化を

与えてきています。その意味でもアフターコロナの主

流と考えて早く取組んでいくことが必要と思います

し、皆さんと一緒に未来を切り開くことができたら幸

せ（well-being）を感じます。



ロータリーは機会の扉を開く

理事

会　　　長 杦　本　日出夫 幹　　　事 木　下　基　司
直�前�会�長 由　上　時　善 第一副幹事 橋　本　芳　信
会長エレクト 伊　藤　泰　充 第二副幹事 坂　本　一　成
副　会　長 阿　部　吉　秀 会　　　計 坂　本　一　成
会�計�監�事 橋　本　徹　也 副　会　計 瀬川　　昇・荻田　倫也

クラブ奉仕担当理事 清　水　良　寛 会場監督（S.A.A.） 橋　本　徹　也
職業奉仕担当理事 堀　　　　　豊

副 S. A. A. 清水　大吾・島倉　　勝
瓜生　晴彦社会奉仕担当理事 橋　本　幸　治

国際奉仕担当理事 小　林　　　哲
青少年奉仕担当理事 瀬　川　　　昇

委員会名 委員長 副委員長 委員

クラブ奉仕 清　水　良　寛 青　木　建　雄 新　井　　　清
出　　　席 本　田　智　敎 毛　利　征一郎 小　川　　　勉

クラブ会報（雑誌） 木　田　昌　宏 瓜　生　晴　彦 榎　原　一　滋
親�睦�活�動 福　原　　　斉 島　倉　　　勝 瓜生　晴彦・坂本　一成
会�員�増�強

（会員選考・職業分類） 西　村　元　秀 梶　山　高　志 瀧　川　紀　征
プログラム 橋　本　芳　信 木　田　昌　宏 尾　家　　　亮
記録・IT（広報） 塚　脇　　　洋 佐　藤　原　二 伊　藤　泰　充

Web会議推進委員会 木　田　昌　宏 塚　脇　　　洋 木　下　基　司
研修情報・規定

（クラブ研修リーダー） 井　伊　圭一郎 坂　口　道　倫 橋　本　徹　也
音　　　楽 榎　原　一　滋 島　倉　　　勝 田　中　慶　一
職�業�奉�仕 堀　　　　　豊 石　﨑　克　弘 井　伊　圭一郎

社会奉仕（環境保全） 橋　本　幸　治 家　村　武　志 矢　倉　昌　子
国�際�奉�仕

（国際プロジェクト） 小　林　　　哲 木　田　昌　宏 村　井　正　雄
ロータリー財団 仁　科　直　樹 髙　木　久美子 矢　倉　昌　子
青少年奉仕 瀬　川　　　昇 紙　谷　幸　弘 荻　田　倫　也
米山記念奨学会 近　藤　　　亘 河　邊　哲　郎 髙　木　久美子
青少年交換 長　屋　　　興 橋　本　芳　信 由　上　時　善

地区出向者

国際奉仕委員会 坂　本　一　成
社会奉仕委員会 近　藤　　　亘

ロータリー財団委員会資金管理小委員会 清　水　良　寛

＊また、50周年に向けクラブ戦略計画委員会を策定し、今年度は理事会がそれを兼務する。
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