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基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間
月間テーマ（9月）

2021年9月23日
ー

本日のプログラム

会長挨拶
会長エレクト　栗山 博道

■祝日休会
※次週9月30日（木）及び10月7日（木）の
例会は臨時休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

号外（ 9月23日）

次回 10/14 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　米山奨学委員会卓話
　吉田 了 米山奨学担当
■第5回11月度理事会

皆様、持続可能な開発目標SDG s
（エスディージーズ、Sus ta inab l e  
Development Goals）はすでにご存じ
かと思いますが、ここでおさらいさせ
て頂きます。

SDGsは2015年の国連総会で採択さ
れた「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」にて記載された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。 

SDGsは、いわゆる発展途上国だけを対象にしたものでも、政府や自
治体のみが担い手になるのではなく、先進国、企業、個人も関係する
ユニバーサルなものです。

地球環境だけでなく、貧困や経済成長など広範囲にわたり扱われ、
17の目標と、その達成に必要な169のターゲット、達成を図る232の
指標から構成されており、日本としても積極的に取り組んでいます。以
下に17の目標を示します。

目標1　あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

目標2　飢餓をゼロに

目標3　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、
福祉を推進する



目標4　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高
い教育を提供し、生涯学習の機会を促進
する

目標5　ジェンダーの平等を達成し、すべての女性
と女児のエンパワーメントを図る

目標6　すべての人々に水と衛生へのアクセスを
確保する

目標7　手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的
なエネルギーへのアクセスを確保する

目標8　すべての人々のための包摂的かつ持続可
能な経済成長、雇用およびディーセント・
ワークを推進する

目標9　レジリエントなインフラを整備し、持続可
能な産業化を推進するとともに、イノベー
ションの拡大を図る

目標10　国内および国家間の不平等を是正する

日　時：2021年9月16日（木）　13：40～14：30
場　所：ホテルニューオータニ　大観苑
出席者：栗山・嶽下・戸田・村橋・北村（讓）・檜皮・村上・丸山・植屋・小林・上瀬・井本　以上12名（敬称略）
欠席者：辻（一）・佐賀野

2021-2022 年度 第4回　10月度定例理事会議事録

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

コロナがようやくピークアウトを迎えますが、台風がま
た来ていますのでみなさま健康に留意していただき
頑張って参りましょう。

【審議事項】

1. 辻会長の出席免除申請について
病気療養中の為、出席免除にしてはどうか？

⇒［ 承認 ］

＊少数意見としてこのような場合は当人の診断書を

提出すべきだという意見が出た。

2. 指名委員会報告
栗山会長エレクトより2021-22年度理事・役員選挙の

指名委員会による指名、次年度地区委員会出向者の

指名者の発表が行われた。

⇒［ 承認 ］

3. 臨時理事会書面決議結果報告
①9月例会すべて休会　⇒［ 承認 ］

②理事会は開催　⇒［ 承認 ］

③佐賀長崎災害義援金の5万円の寄付　⇒［ 承認 ］

4. 2021-22年度年間行事計画について
①9月卓話者の取り扱い

3か月後の12月まで卓話者が決定されているため1

月以降に変更　⇒［ 承認 ］

②クリスマス家族会の変更

12月18日（土） → 12月11日（土）

12月9日（木）例会 → 休会、1月度理事会中止

12月16日（木）休会 → 例会開催、第7回1月度理事

会開催

　⇒［ 承認 ］

5. 細則変更の改正について
基本的に青少年奉仕についての細則変更が明記され

た。意見があれば20日報告する。

⇒［ 承認 ］

6. その他
・SAA

8月19日に打ち合わせが行われた。反省点、改善点

目標11　都市を包摂的、安全、レジリエントかつ
持続可能にする

目標12　持続可能な消費と生産のパターンを確
保する

目標13　気候変動とその影響に立ち向かうため、
緊急対策を取る

目標14　海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形
で利用する

目標15　森林の持続可能な管理、砂漠化への対
処、土地劣化の阻止および逆転、ならび
に生物多様性損失の阻止を図る

目標16　公正、平和かつ包摂的な社会を推進する

目標17　持続可能な開発に向けてグローバル・
パートナーシップを活性化する

これらの17の目標はロータリーの7重点分野と重な
ることが多くあり、我々もSDGsを参考に奉仕活動を
行うことが重要ではないかと感じております。



日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1327

1328

1329

-

11

12

13

-

年次総会・委員会報告

休会：祝日の週
　　 （11/23 勤労感謝の日）

卓話担当：上山会員

各委員長

R財団担当：安達会員 第6回12月度理事会

世界インターアクト週間
　日程：11/5～（1週間）

クラブ職業奉仕委員長会議
　日程：11/6（土）

IM6組会長・幹事会
　日程：11/10（水）

【’21年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

11日（土）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1330

-

1331

1332

-

-

14

-

15

16

-

-

祝日②

例会・クリスマス家族会

委員会報告

祝日③

休会：祝日の週

卓話担当：山本会員

親睦活動小委員会：
佐賀野委員長

各委員長 第7回1月度理事会

地区大会
　日程：12/3（金）
　会場：大阪国際会議瀬場・
　　　  リーガロイヤルホテル

【’21年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）

【’21年10月 行事予定】　（地域社会の経済発展月間／米山月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

-

1325

-

1326

-

9

-

10

臨時休会

休会①

創立29周年記念例会 昼例会

第5回11月度理事会
米山奨学担当：
吉田会員

親睦活動小委員会：
佐賀野委員長

ロータリー学友参加推進週間
　日程：10/7～（1週間）

クラブ国際奉仕委員長会議／クラブ
社会奉仕委員長会議
　日程：10/23（土）

秋のRYLA（ホスト:摂津RC）
　日程：10/30～11/3

インターアクト年次大会
　日程：10/31

が話し合われたと報告あり。

・30周年実行委員会

記念事業積立金の現状確認と課題、来賓の方々への

案内状・記念事業の内容等の報告がなされた。

・親睦活動委員会

例会の担当、クリスマス会、春の家族会などを話し

合った。

・国際奉仕委員会

ロータリー国際大会（ヒューストン）の報告がなされた。

7. 前年度事業報告・会計報告について
9月16日（木）臨時総会が例会休会となったため11月

11日（木）年次総会にて報告してもらうこととなった。

⇒［ 承認 ］

＊預金等残高に於いて証明となるコピー等添付した

方がよいという意見が出た。

8. ニューオータニでの例会開催について
・例会開催時のホテル側のコロナ対策

例会場に入る際、検温・消毒等現在なされてないの

でまずいのではないか？

⇒ホテル側に交渉、アクリル板の導入も検討、大き

な会場の費用も確認

・現在リアル例会開催のみであるがzoomなどを活用

したハイブリッドも開催した方が良いのではないか？

⇒賛成多数。機材レンタル費用等のこともあるの

でホテル側に再度聞いてみる。また、スクリーン

レンタル代も7万円（高額）なので

⇒9月30日までに上記案を検討。

開会の挨拶（戸田会長ノミニー）

お疲れ様でした。太閤園からニューオータニに変わっ

て理事会が紛糾していますが一つ一つ慣れていくこ

とも大切です。本日はお疲れ様でした。


