WEEKLY REPORT

Rotary International
会長

2020-21

国際ロータリー第２６７０地区

ホルガー・クナーク（ドイツ）

ガバナー

テーマ

ROTARY

OPENS

徹 （高松東RC）

丸亀東ロータリークラブ

OPPORTUNITIES

『ロータリーは機会の扉を開く』

篠原

会長

氏家 正俊

幹事

森

英司

２０２０年１０月２７日(火)
2020~2021年度 第４６年度 第１５回 通算第２１８４回例会
【会長報告】氏家 正俊 会長
◆

秋山佳弘さんに「米山功労者第１２回メジャードナー(累計1,240,000円)
」寄付の感謝状が届いておりますので贈呈します。

【幹事報告】森 英司 幹事
◆

次週(11/3)火曜日の例会は祝日のため「休会」です。

◆

11月10日(火)例会は篠原 徹 ガバナー公式訪問となっております。参加される方は12:25まで
に背広・ネクタイ・ロータリーバッチ着用の上、例会場にお集まり下さい。

【プログラム】 💛 客

話（香川第Ⅱ分区ガバナー補佐：白 井 聡 様 ）

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」
ここ数年、国連が提唱している活動でありまして、ロータリークラブ
の活動とも親和性が深い活動となっており、簡単に紹介させていただ
きます。
誰ひとり取り残されることなく、人類が安定してこの地球で暮らし続
けることができるように、世界のさまざまな問題を整理し、解決に向
けて具体的な目標を示したのが、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）です。
2015年に国連で採択され、国際社会は一致団結して、2030年を目指してこの目標を達成し
よう、と合意しました。
SDGsには世界を変えるための17の目標があります。あらゆる形の貧困を世の中からなくし
不平等とたたかい、気候変動に対処しながら、「誰ひとり取り残さない」ための取り組みで
す。2016年から本格的な取り組みが始まり、2030年を目標の達成期限にしています。
☣ 2015年に国連で採決された「2030年までの達成をめざす17の目標」
☣ 国際機関、政府、企業、学術機関、市民社会、子どもも含めた全ての人が、それぞれの立場
から目標達成のために行動することが求められている
☣ キーワードは「誰一人取り残さない」です。
17の目標を色々と組み合わせながら今後の持続可能社会を作るために活かしていくのはSDGs
です。今後のロータリークラブの活動の趣旨に合致しています。
2021年2月13日(土)開催の『ＩＭ』において、SDGsに詳しい弁護士の山口真由氏を講師とし
て講演を行っていただく予定です。

~四つのテスト~
言行はこれに照らしてから

多数の参加をお願いいたします。

１．真実かどうか

２．好意と友情を深めるか

３．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

≪目標１～６≫
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≫
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≫
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。

≪クラブアッセンブリー≫
会員増強

＊現在会員数 ３９名
＊目標 ３名以上増加

ロータリー財団 ＊目標

１５０ドル

年次寄付

３５ドル

ポリオプラス
＊特別寄付

１０ドル

４名予定

★地区補助金を利用して
「剣道大会」を実施予定

~四つのテスト~
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

２．好意と友情を深めるか

３．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

米山奨学会

＊目標

１６，０００円

＊特別寄付

４名予定

＊米山奨学生の卓話
ＣＬＰ

検討中

会長賞

応募しない

参加予定

国際大会（台北）

０名

地区大会（香川）２０名
＊敬意を払うべき会員
・秋山 佳弘 氏（現米山奨学会委員会・地区委員長）
・伊藤 弘 氏（最年長：８８歳）写真撮影
＊クラブの奉仕活動
☆ 継続する主な事業
・第７回丸亀東ロータリークラブ杯少年剣道大会
・丸亀お城まつりに参加

（4月11日開催予定）

（５月３日予定）

・リフレッシュ瀬戸内（港湾清掃）に参加

（６月中旬予定）

・2月23日地区推進事業“一日一斉「おもてなし遍路道ウオーク」”検討
（丸亀ＲＣとの共同事業）→すべての事業の見直し
・未来への手紙事業

・・

今年度以降、事業取りやめ

・ミニバスケットボール大会後援
・丸亀少女に家への訪問事業

・・

・・

今年度以降、事業取りやめ

今年度以降、事業取りやめ

☆各委員会報告
◎出席・・・小宮山委員長

＊出席率の向上を目指します

◎クラブ広報・・・木村委員長

＊ＨＰ等を利用しロータリー活動を周知
＊MyRotaryに１３名が登録済み。活用を促進

◎職業奉仕・・・山下孝志委員長

＊職場例会「猪熊弦一郎現代美術館」開催

◎国際奉仕・・・秋山等委員長

＊短期交換受け入れが中止
＊丸亀市国際交流協会の活動に参加

◎会計・・・神原会計
◎クラブ奉仕・・・片岡副会長
◎各同好会の活動について・・・氏家会長

クラブアッセンブリー
ガバナー公式訪問前に、ガバナー補佐同席のもとに開催する会合。
クラブアッセンブリーでは、クラブ全体の活動状況が話し合われるわけですから
全会員に出席を要請し、クラブアッセンブリーを会員がクラブ活動への参画意識
を高める場、また会員の教育の場にすることが望まれます。

~四つのテスト~
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

２．好意と友情を深めるか

３．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

【本日のニコニコ】
🍀

丸亀東ロータリークラブに訪問させていただき、ありがとうございました。
本日はよろしくお願いいたします。：白井聡香川第Ⅱ分区ガバナー補佐＜Big＞

🍀

白井 聡 ガバナー補佐、随行の高畑様をお迎えして

：氏家 正俊 会長

🍀

白井 聡 ガバナー補佐、随行の高畑様をお迎えして

： 森 英司 幹事

🍀

白井 聡 ガバナー補佐、随行の高畑様をお迎えして

：稲毛 謙二 ＳＡＡ（Ｗ）

🍀

白井 聡 ガバナー補佐、随行の高畑様をお迎えして

：小宮山 滋 様

🍀

白井 聡 ガバナー補佐、随行の高畑様をお迎えして

：秋山 佳弘 様

🍀

白井 聡 ガバナー補佐、随行の高畑様をお迎えして

： 岡 千枝 様

🍀

職場例会「猪熊弦一郎現代美術館」を無事終えて

：山下 孝志 職業奉仕委員長

【来訪ロータリアン】（２名）
☣
☣

白井

聡 氏

（ 善 通 寺 ＲＣ ）＊香川第Ⅱ分区ガバナー補佐

高 畑 光宏 氏

（善通寺ＲＣ）

【メークアップ】（なし）
【出席報告】
会員総数

第２１８４回例会

＜１０月２７日(火)現在＞

出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数

３９名

３名

３６名

３名

３６名

７名

80.56%

＜10月13日(火)職場例会分＞

出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数

３９名

出席率

２９名

第２１８２回例会
会員総数

欠席会員数

欠席会員数

出席率

７名

80.56%

２９名

【１１月１０日(火)の例会】篠 原 徹 ガバナー公式訪問
【１１月１７日(火)の例会】会員卓話 （第25年度入会：久保田剛司会員）

ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある。
第１． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第２． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する
機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３． ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を
実践すること。
第４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推進す
ること。
ＭＡＲＵＧＡＭＥ

ＥＡＳＴ

ＲＯＴＡＲＹ

ＣＬＵＢ

事務所

オークラホテル丸亀４３０号室

例会日

毎週火曜日

PM12:30~PM1:30

例会場

オークラホテル丸亀

〒763-0011

TEL；0877-21-6611

☎23-2222

丸亀市富士見町3-3-50
FAX：0877-21-6655

URL；http://www.marugame-east-rc.com
E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

