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例会報告
●例会日
●例会場
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高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988
大垣共立銀行高山支店 ４Ｆ

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために
●会 長
●幹 事
●会報委員長

＜会長の時間＞
本日ビジターでお越しの楠
明彦さんは、米子東ロータリ
ークラブご所属です。米子と
言えば鳥取県で高山から車で
行きますと約600 ㌔あります。
ちょうど中間地点が大阪で前
の万博会場の太陽の塔のある
あたりです。
米子の周辺には、境港があ
り日本一のカニの水揚げ量の港があります。その近くには、皆生温
泉があり少し塩分の含んだたいへん素晴らしい温泉です。10 年以
上前に 2 泊して温泉を満喫してきました。
多分みなさんも寿司屋に行ってカニのにぎりを食べられた事が
あると思いますが、そのにぎりのカニはほとんどが先ほど紹介した
境港のカニです。先日高山へ観光でお見えになられた方が高山は山
国なのに高山で食べる寿司はたいへん旨いと言っていただきまし
た。私はその時すぐにその方に、米がうまい水がうまい空気がうま
いからですよと答えました。高山には寿司を美味しく食べられる環
境が整っているという事です。
ただ高山ラーメンについてはそれぞれ好き好きがあり、観光客の
方に旨いラーメン店を紹介してくれと言われたら、まずは関東方面
の人か関西方面の人か聞いてから、醤油の色が濃い店には関東の人、
薄い色は関西方面の人と、そのように店を紹介した方が無難に思わ
れます。

鴻野 幸泰
向井 公規
田邊
淳

第２６５３回例会 令和３年１１月１２日
ニコニコ委員会

＜例会変更＞
可
児 … 12 月 2 日（木）は、
年次総会のため、18：30～ に 変更
12 月 9 日（木）は、定款により 休会
12 月 23 日（木）は、クリスマス例会のため、
18：30～ に 変更
12 月 30 日（木）は、定款により 休会
＜受贈誌＞
ロータリー財団日本事務局（月間リソースのご案内、
）高山ＲＣ
（会報）
、高山中央ＲＣ（会報）

＜出席報告＞
出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

２７名

－

２７名

３４名

７９．４１％

＜本日のプログラム＞ お祝い
◎会員誕生日
田中 晶洋
１１． ６
中島 一成
１１． ３

＜幹事報告＞
◎ガバナー、地区大会実行委員長より
・国際ロータリー第2630 地区2021～22 年度 地区大会のご通知
日
時
3 月 5(土)
点鐘 12：30 閉会 17：00 大懇親会 17：30～
会
場
三重県営サンアリーナ
出席要請者
会長、会長ｴﾚｸﾄ、副会長、会計、幹事、副幹事、
ﾛｰﾀﾘｰ情報正副委員長、雑誌広報正副委員長、
会員増強正副委員長、職業奉仕正副委員長、
社会奉仕正副委員長、国際奉仕正副委員長、
青少年奉仕正副委員長、ﾛｰﾀﾘｰ財団正副委員長、
米山奨学正副委員長、(2019.7.1以降入会) 新会員
◎ガバナーより
・2024-2025 年度ガバナー候補の推薦について
推薦締切日
2021 年 12 月 31 日
提 出 先
地区ガバナー事務所「地区指名委員会」
委員長 剱田 廣喜、委員 田山 雅敏、
木村 静之、辻 正敏
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◎配偶者誕生日（当日ご自宅に花束をお届け）
折茂 謙一
佑子
さん
岡田 贊三
芳子
さん
田近
毅
薫
さん
伊藤 松寿
早苗
さん
阪下 六代
惠子
さん
鴻野 幸泰
尚美
さん
◎結婚記念日（当日ご自宅にお菓子をお届け）
平
義孝
Ｓ３５．１１． ３
田中
武
Ｓ４５．１１．１８
米澤 久二
Ｓ５７．１１．２０
垣内 秀文
Ｓ６０．１１． ４
下屋勝比古
Ｈ ３．１１． ４
向井 公規
Ｈ１７．１１． ６
榎坂 純一
Ｈ２３．１１．１３
中島 一成
Ｈ ２．１１．１１

１１． ３
１１． ６
１１． １
１１．２０
１１．１４
１１．２８

ファイト！ 行 動 するロータリー

例会報告
◎出席表彰
コロナウイルス感染拡大防止にかかる例会中止措置のため、該当ナシ
◎３ヶ月表彰
コロナウイルス感染拡大防止にかかる例会中止措置のため、該当ナシ

◎在籍周年記念表彰
下屋 勝比古
１０年

ニコニコ委員会
委員長

門前 庄次郎

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について
① SDGｓが出来る前に MDGｓが作られる。
ミ レ ニ ア ム 開 発 目 標 （ Millennium
Development Goals: MDGs）は，開発分野
における国際社会共通の目標です。先進国が中心となり貧困や
飢餓の撲滅など、新興国や途上国を対象とした開発目標です。
2015年までに達成すべき８つの目標がかかげられました。
開発目標
目標 1：極度の貧困と飢餓の撲滅
目標 2：初等教育の完全普及の達成
目標 3：ジェンダー平等推進と女性の地位向上
目標 4：乳幼児死亡率の削減
目標 5：妊産婦の健康の改善
目標 6：HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止
目標 7：環境の持続可能性確保
目標 8：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進
そしてそれはある程度成果を上げることが出来ましたが、リ
ーマンショック（2008 年）により、先進国の経済後退、先進国
万能の考え方から、先進国だけが主導するのでなく、新興国や
途上国を巻き込みながら、世界全体で地球の将来について考え
ていこうとの流れになりました。
2015 年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で SDGｓ
（持続可能な開発目標）が採択されたました。2030 年までに持
続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の「誰
一人取り残さない（leave no one behind）
」ことを誓っています。
SDGs は発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニバ
ーサル（普遍的）なものであり，日本としても積極的に取り組
んでいます。
② SDGs（持続可能な開発目標：SustainableDevelopmentGoals）とは。
持続可能とは・・ずっと続くこと（サステナブル）続けていけ
ること。どんな良い活動でも、無理したり何かを我慢する方法で
は続かない。
開発とは・・・・発展していくこと。
目標とは・・・・目指すこと
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将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の世代
を満たす様な開発と定義とし、誰一人取り残さないを大きな理念
としている。
③ 17の目標が繋がり合う事で課題はどんどん解決していく。
テーマの統合性・・・目標の中には他の目標と共通する目標が
ある。他の目標と関わりながら解決していく。
同時解決性・・・・・それぞれの目標が関連合っているから、
複数の目標を同時に解決できることがあ
る。
全ての人がパートナーシップ・・・・これは各国の政府や大企業
だけが関わるのではなく、多くの人々が
社会に参加し、立場の違う人々が協力し
あう事が大切。
④ 達成出来ないとどうなるの
例えば貧困に関して 世界中に貧困の人が増える → 教育も受
けられない→ 貧富の差がひろがる → 暴動や戦争が起きる
経済面で言うと 設備投資型経済発展 → 環境破壊・地球温
暖化・異常気象・自然破壊
負の連鎖が続く
2030 年までに私たちがどれだけ SDGｓの達成に貢献できるか
その後の未来が大きく変わる
※ 2030 年まであまりありませんが、世界では 2045 年 2050 年
と先を見据えた取り組みが始まっています。
※ 達成できるかどうかよりも、達成を目指すことで、世の中に
大きな変化をもたらす事が大切。
※ SDGｓの基本理念は「誰一人取り残さない」です。そのため
には「トレードオフ」が必要。
１． 貧困をなくそう(17の目標の内)
絶対的貧困・・食料や家など生きていくために最低限必要なも
のが無い状態。世界で 10人に 1人（7億 3500
万人 2015年）
相対的貧困・・その国の平均所得の半分に満たない人。日本で
は 7 人に 1 人（例えば学校の35人クラスで5人）
新型コロナウイルスの影響で貧困に陥る人が増えるかもしれま
せん。経済的に余裕がなくなると自分のことしか考えられなくな
ります。逆にゆとりが出来れば他の人に優しい気持ちを持ちやす
くなります。現代では知らずうちに自分さえ良ければと、そんな
風に考えがちになっているように思います。
人に優しい気持ちを持てる社会を作る事も大切な目標とされて
います。
事 例
徳島県上勝町（2018年 内閣府に SDGｓ未来都市に選定）
2021年人口 14876 人 高齢化率 53％ 葉っぱビジネス…高齢者
が山で紅葉などの葉を取って来て、都会の料亭に卸す事で大成功。
高齢者が生き生きと活躍する町で有名
2003年 日本で初めてゼロ・ウエイスト（無駄にする、浪費する）宣言
2020年までに焼却ゴミ・埋め立てゴミゼロ 目標
ゴミを 45に分別 リサイクル出来るものはリサイクル、まだ使える
者は公営のくるくるショップに持ち込み必要な人は無料で持ち帰る
2020年 リサイクル率 80.8％ 全国トップクラス
生ゴミ（家庭ゴミの 3割）は電動生ゴミで処理、普及率 80％
豊かな水と緑に囲まれた自然を守り若者が住みたくなるまちづくりを
めざす。子ども達の基礎学力を高めるため公営塾を無料で開く
町の魅力を高め持続可能な町づくりを目指す
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例会報告
ロータリークラブでも同じ事が言えると思います。SDGｓ、出
来ることを継続し発展していく事を目指す。まさに当クラブの思
いかなと感じます。
先月２週に渡って、例会で話し合いをしました。
『これからの役
員の選考方法について』
『ロータリー財団の補助金事業について』
これは結論がすぐ出る議題では無いと思いますが、こうした時間
を持つことは大切だと思います。話し合う事で問題意識を持つこ
とが出来、ほかの方たちの話を聞くことで、思いを共有できます。
会員数が減って、なかなか思うような事業が出来ない。そうい
ったことは現状だろうと思います。でも活動ありきの事業を起こ
すという事ではなく、出来ることを大切なことを、皆でやってい
く。当クラブのならではのブランディング戦略をたて、特色ある
魅力ある西クラブを作っていく。そうすれば、また仲間も増えて
いくように思います。

＜ニコニコボックス＞
●鴻野 幸泰さん、大村 貴之さん
松倉中学校で行われた高山市キャリア教育出前講座に参加された
皆さん、講師を務めて頂きありがとうございました。米子東ＲＣ
楠 明彦 様、ようこそお越し下さいました。心より歓迎いたします。
本日はニコニコ委員会担当例会です。門前さんの卓話楽しみにし
ております。よろしくお願いします。
●門前 庄次郎さん
本日はニコニコ委員会の担当例会です。少し話をさせて頂きま
す。ニコニコとはならないかもしれませんが宜しくお願いしま
す。の出前講座ご苦労様でした。生徒さんから感想文を長瀬委員
長が我が家に届けてくれ「皆様によろしく伝え
●伊藤 松寿さん、岡田 贊三さん、田中 武さん､米澤 久二さん､
門前 庄次郎さん､遠藤 隆浩さん､垣内 秀文さん､田中 晶洋さん､
松田 康弘さん､中島 一成さん､堀 幸一郎さん
先週の松倉中学校出前講座に参加された講師の皆様、お疲れさま
でした。松倉中学校の生徒の皆さんも、真剣に講師の話を聞いて
いただき、熱心にメモを取っていた姿が印象的でした。それぞれ
の講師が工夫を凝らしたお話をされ、仕事の内容はもとより、高
山で働くことのこだわりや誇り、何を目指して高山で事業に取り
組んでいるのか、そして中学生で身に着けておくと良い力などに
ついて、それぞれの講師の人生観に裏付けされた力強い言葉は、
かならず生徒さん達に伝わった事と思います。また、会の冒頭に
鴻野会長によるロータリーソング「奉仕の理想」の独唱、素晴ら
しかったですね。ロータリークラブとは何かを、端的に生徒さん
に理解させることが出来たと思います。そして締めの挟土さんの
熱い言葉には心を打たれ、挟土さんの生きざまを窺い知ることが
出来ました。挟土さんの締めの挨拶を聞くだけでも、この会に参
加する意義があったと感じました。
●挾土 貞吉さん
先日の出前講座ご苦労様でした。生徒さんから感想文を長瀬委員
長が我が家に届けてくれ「皆様によろしく伝えて下さい」と伝言
でした。
●高井 道子さん
長いお休みすみませんでした。お休み中に結婚記念祝いと主人の
誕生祝いをいただきありがとうございました。仕事柄、またお休
みいただくかもしれませんが、緩和されている間は出来るだけ出
席致しますのでよろしくお願い致します。皆様の元気なお顔を見
る事ができ嬉しいです。
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●阪下 六代さん、米澤 久二さん､井辺 一章さん､門前 庄次郎さん
高井さんの復帰おめでとうございます。いつもの明るい笑顔をま
たよろしくお願いします。
●堺 和信さん
大学卒業後、高山へ戻り 5 年間働いていた娘が、3 年前｢高山では
給料は安いし、彼氏も見つからない｣と言い、突如名古屋で就職先
を見つけ行ってしまいました。その 3 か月後には彼氏を連れてき
て、あれよあれよという間に昨年 11 月に入籍し、二人で暮らしだ
しました。その娘の結婚式が、先週の土曜日に名古屋で行われま
した。泣くまいと思っていましたが、チャペルで初めて娘のウエ
ディングドレス姿を見た時に、妻と二人で大粒の涙を流してしま
いました。また披露宴では娘が自作した生い立ちのスライドにそ
れぞれメッセージが添えられていて、それを見ながらまた大泣き
をしてしまいました。娘を大切に思い、家事も手伝い、優しい旦
那さんで安心しています。スライドのメッセージには「パパみた
いな旦那さんを見つけたよ」と書いてありました。
●垣内 秀文さん
私事で大変恐縮です。初孫がお腹に宿りました。来年おじいちゃ
んになります。楽しみです。嬉しかったのでついついニコニコ
へ。
●下屋 勝比古さん
結婚 30 周年の記念日にお菓子を頂きました。大山登山をしたり、
出雲大社へ行ってお祝いなのか罪滅ぼしなのかして来ました。こ
れからも仲良くして下さいとお願いしました。

本日のビジター、楠明彦
さまの所属する米子東ロ
ータリークラブのバナー
は、大山とコハクチョウ
のデザイン。

隣接する境港はカニの水
揚げ日本一！お土産をい
ただきました。
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