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前回の例会報告

皆様こんにちは、会長挨拶をさせて頂きます。
本日のお客様を紹介させて頂きます。
京都東ロータリークラブの山内様です。
ようこそお越しいただきました。
先日タイより無事帰国してきました。　（そんなに無事ではないのですが）
私を含めて、ほとんどのメンダーがタイの洗礼を受けてしまいましたが何と
か、バンコクスリーウォン RCの例会に参加し打合せ等をしてきました。浄
水器は 3月に贈呈式の予定です。詳しく分かりましたら、改めてご連絡さ

せて頂きます。
さて、今月は RI 理事会が重点分野の一つとした「疾病予防と治療月間」です。
改めて言いますと
1.　地域社会の医療従事者の能力向上
2.　伝染病の伝播を食い止め、非伝染病とそれによる合併症を減らすための、疾病予防プロ　　
　　グラム
3.　地域社会の医療インフラの改善
4.　疾病の蔓延を防止することを目的とした地域住民への教育と地域動員
5.　疾病又はケガによって引き起こされる、身体障害の予防と治療に関連した仕事に従事するこ
　　とを目指す専門職業人の為の奨学金支援となっております。
生活習慣病の予防と治療に重点がおかれ、代表的なものは、高血圧・高脂血症・糖尿病・肥満で
あり「死の四重奏」と呼ばれています。
ちなみに四大疾病とはガン、脳卒中、急性心筋 塞、糖尿病です。
　そしてロータリー運動における「ポリオ撲滅」への闘いは、世界から共感と尊敬を得ています。
あじさいロータリークラブとしては RI・地区の方に協力するしかないですが、タイの小学校に浄
水器を取り付けることは、まさしく疾病の予防につながることです。
自分たちができる事は、まず自分の健康維持はもちろんですが、会社の従業員・家族に対し真剣
に取り組めていますか？自分の病気を隠していたり、健康診断で注意されても聞き流してしまう
従業員が多く存在することに気づいていますか？又気づかない振りをしていませんか？（ちょっ
と自分のことを言っているようで、恥ずかしいのですが）
社員によっては会社にばれると仕事がなくなると思っているかもしれません。
「〇〇君、肥えすぎやで、肥満は生活習慣病の親玉と言われて、会社も君に倒れたら大変だし、
家族も同じやで」と言ってあがられるのは経営者の私たちしかおりません。繰り返し言ってあげ
ることが本人には心の支えとなり、結果として社会奉仕のできる健康集団になることが出きます。
経営者の社員また家族を思う優しい一言が疾病の予防となり、治療の一つになり得るのです。
「疾病予防と治療月間」を機会に優しい一言をかけてあげましょう。以上
本日の例会もよろしくお願いし、ご挨拶とさせて頂きます。

会長挨拶
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○ニコニコ箱報告
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○閉会点鐘
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山内一正　　地区大会、多数ご登録お願いします。
横山剛史　　京都東ＲＣ山内様、ようこそお越し頂きました。
                      よろしくお願いします。
廣瀬充　　　山内様、ご訪問ありがとうございます。太田会員卓話
                      よろしくお願いします。
水口正行　　タイ・バンコク、スリウォンＲＣ訪問に参加された方、
　　　　　　ありがとうございました。
服部宏和　　もうはや12月ということで、何かと気忙しい感じです
　　　　　　が皆様お体に気を付けて頑張って行きましょう。
                      太田宏史さん、卓話楽しみにしています。
細川直人　　タイのお土産ありがとうございます。末永会員ハッピ
　　　　　　ーバースデー！！
松原淑裕　　タイ旅行お世話になりました。
福澤幹也　　京都東ＲＣ山内様ようこそ！地区大会お世話になりま
　　　　　　す。よろしくお願いいします。
田中義乃　　12月は「心にゆとり」を持って何事にも取り組みたい
　　　　　　です。
長井眞見　　今日から師走。いよいよ冬の到来です。仏教訓より「人
　　　　　　は出会いによって育てられ、別れによって深められる」
前田和寛　　続けて2回休んでしまいました。病院での検査を受ける
　　　　　　のに時間がかかったのです。すみませんでした。
松本喜市　　京都東ロータリークラブ山内様ようこそ！！
太田宏史　　本日は卓話よろしくお願いします。
森陰輝夫　　太田宏史さん、卓話を期待してます。
末永雄樹　　12月もよろしくお願いします。
藤岡茂樹　　クリスマス例会に、ご家族の沢山のご出席をお待ちし
　　　　　　ております。
石橋聖博　　おふくろさん、余命1週間と言われて3週間過ぎました。
　　　　　　今度は退院してくれと言われてます。大変です。
野原哲也　　明日息子の結婚式があります。私が緊張してます。
山下徳太郎　いよいよ師走。一年のたつのが早いこと。やり残しのな
　　　　　　い様あと1か月頑張ります。卓話しっかり聞かせてもら
　　　　　　います。
武田幸夫　　残すところ1か月！ガンバりましょう！！
南伊津美　　私は起業してから11年間、毎日神棚に手を合わせてい
　　　　　　ます。今日、月初めの1日、新しい榊・米・水・酒をお備え
　　　　　　し、ロータリーメンバーの健康を祈願しました。
太田貴司　　例会2回欠席して誠に申し訳ございませんでした。
タイ訪問団一同　楽しい旅でした。
近藤実、佐々木一、中村栄子、高嶋隆博

石橋聖博、横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市
末永雄樹、田中義乃、今野義隆、野原哲也、藤岡茂樹、太田貴司
服部宏和、中村栄子、佐々木一、山下徳太郎、南伊津美　各君

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、松本喜市、高嶋隆博、松原淑裕
田中義乃、山下徳太郎、南伊津美、太田貴司、藤岡茂樹、光山晃
末永雄樹　各君

１　ＳＤＧｓとは，持続可能な開発目標（ 
Sustainable Development Goals: SDGs ）の
略称です。
ＳＤＧｓは，２００１年に国連において策
定されたミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）
の後継として，２０１５年９月に国連で採
択された「持続可能な開発のための２０３
０アジェンダ」に記載された国際社会共通
の開発目標のことを言います。
　ＳＤＧｓは，発展途上国のみならず，先
進国でも取り組むべき国際目標であるとい
う点が大きな特徴の一つです。

２　ＳＤＧｓは，それぞれ互いに関連する
１７の目標（ゴール）と，これを達成する
ための細分化された１９２のターゲットか
ら構成されています。１７の目標自体は抽
象的な内容ですが，１９２のターゲットについては具体的なものであり，国際社
会が２０３０年の世界の状況をどう想定しているかがうかがわれるものとなって
います。
特に私たちにとっては，昨年末に日本のＳＤＧｓ推進本部において決定された「持
続可能な開発目標（SDGs）実施指針」が参考になります。この実施指針を見ると，
現在の政府が２０３０年における日本の状況を，どのように想定しているのかが
よくわかります。皆さんの会社に関係する分野等，関心のある分野については是
非一読をお勧めします。

３　ＳＤＧｓは，主にそれぞれの国の政府を対象としたものではありますが，そ
の達成のために様々な団体機関（ＮＰＯや企業そして個人）と協働することを意
図していることから，このＳＤＧｓ達成に向けて，企業等の団体機関や我々自身
の果たすべき役割は大きいものと言えます。外務省のＳＤＧｓの広報ページには，
ＳＤＧｓに取り組む民間企業や各種団体をリンクして紹介しています。
掲載に当たっての取り組む内容については，ＳＤＧｓ達成に関連する具体的な取組
の内容（経営戦略や計画，個別事業，プロジェクト等）を何らかの形で明記する
必要がありますが，環境に対する取り組み等，従来からある企業の社会貢献の延
長線上のもので十分なようです。皆様も一度検討してみてはいかがでしょうか？

４　私自身は，現在，ＳＤＧｓの目標１６に関係した仕事をしています。具体的に
は日本の刑罰改革について取り組んでいます。この分野の改革については，２０
２０年４月下旬に京都の国際会議場で，第１４回国際連合犯罪防止刑事司法会議
（コングレス）という会議が行われる予定になっております。

５　ＳＤＧｓは，２０３０年までの国際的な開発目標でありますが，その内容は
これからの世界や企業・個人の行動指針となるもので大変格調高く，意義深いも
のです。特に企業に対しては，「ＳＤＧｓコンパス」というＳＤＧｓを企業行動指
針として活用するためのマニュアルが策定されています。
昨今，企業の社会的責任に関する活動（ＣＳＲ活動）の重要性が高まってきており，
この社会的責任に関する国際規格としてＩＳＯ２６０００などが策定されていま
す。しかし，企業にとっては具体的にどのように取り組んでいけばよいのか分か
りにくい分野でもあると思います。そういった点で，この「ＳＤＧｓコンパス」
を活用し，よりこの分野に対する理解を深めていくことは大切なのではないでしょ
うか？

６　２０３０年というとかなり先のことのように思われますが，たった１３年後
のことです。そのころには自動運転技術やＡＩの活用，遺伝子治療などの先進的
技術が社会の隅々にまで浸透している世界になっているのではないかと思います。
他方，貧困や環境問題，そして世界各地で起きているテロ活動等，克服していく
べき社会問題はたくさんあります。私たち一人一人の問題として，これらの社会
問題を考え続けていく必要があります。
　　　　その際に，ＳＤＧｓのことを少し思い出していただけたら，何かの役に立
つかもしれません。
　　　　以上，きわめて簡単ではありますが，ＳＤＧｓについての報告を終わりま
す。
以　上


