
テーマ：SDGｓの基礎について
　SDGs とは Sustainable Development 
Goals の頭文字をとったもので、日本語に
訳すと「持続可能な開発目標」という意味
です。「世界中のみんなで 2030 年までに
解決していこう」という目標です。2015
年の国連サミットにおいて全会一致で決定
され、2030 年ま
でに達成すべき 17
の世界目標と、「い
つまでに、何を誰
が、どのようにし
て取り組むか」を
表した169のター
ゲットから構成さ
れています。

　続いて SDGs の認知度ですが、日本は 45.6％の人が認
知されておりますが、世界では中国 90％、インド 89％、
ドイツ 79％と日本よりも多くの人が認知されております。
2030 年までに達成すべき 17 の目標ですが、環境問題や
気候変動・貧困・人権問題などとなっています。

　私が勤めている飯能信用金庫でも SDGs の宣言を行って
います。せっかくですので紹介させて頂きます。飯能信用
金庫は国連で採択
された持続可能な
開発目標「SDGs」
に賛同し 2030 年
のゴールに向け持
続可能な社会の実
現に努めてまいり
ます。

　さて、企業が SDGs に取り組むメリットとデメリットで
すが、メリットとしては「ビジネスチャンスにつながる」・「採
用力の強化」・「将来のビジネスリスクを回避できる」とい
うことです。デメリットとしては「短期的な成果につなが
らない」ということです。
　全国の政令指定
都市・中核都市・
県庁所在市の 83
市を対象として調
査を行った市版
SDGs 調査につい
てですが、SDGs
指数が最も高いの
は川越市でした。
　埼玉県 SDGs パートナー登録制度についてご紹介いたし
ます。埼玉県 SDGs パートナーは SDGs に自ら取り組む
とともに、その実施内容を公表する県内企業・団体等を埼
玉県が登録する制度です。

　最後に少しだけ飯能信用金庫の PR をさせて頂きますが、
県内の４信金共同
で「SDGs応援ロー
ン」を 埼 玉 県
SDGs パートナー
となられた企業を
対象に取り扱いを
始めております。
ご清聴ありがとう
ございました。

〈ビジター紹介〉
米山記念奨学生　ミン（グェン・ティ・ヒエップ）
さん

〈卓話講師紹介〉
天野 博章 会員

〈会長あいさつ〉
　本日は連休明けということもございまして、たくさんの
行事がございます。手際よく進めてまいります。
　定例の理事会がございましたので、まずは理事会報告か
らさせて頂きます。

【理事会報告】
４月５日(火) 午前11時～ 　於：川越プリンスホテル３階

• 第１号議案　若狭ロータリークラブ６０周年について
　５月１４日（土）に若狭ロータリークラブの６０周年の
記念式典にご招待いただいております。出席にあたり予算
立てを組ませて頂くことを承認頂きました。

• 第２号議案　米山協賛金について
　米山奨学会の事務長より各ロータリアン宛に通知が来て
おります。一人当たり 100 円若しくは年間 3,000 円の会
費で賛助会員の協力をお願いしますとのことです。次週の
例会で皆様にご案内申し上げますので、賛同される方は協
力をお願いいたします。

【報告事項】
• 次年度地区大会開催場所についてのアンケートの結果報
告でが、9月22日帝国ホテルで地区大会を開催いたします。

• ５月７日地区研修・協議会が開催されました。これにつ
きましては石井エレクトより委員長報告の中でご報告させ
て頂きます。

【奨学金贈呈】
米山記念奨学生 ミンさん

　皆様こんにちは、グェン・ティ・ヒエッ
プと申します。本日はよろしくお願いいた
します。
　ゴールデンウィークは楽しく過ごせまし
たでしょうか。私は茨城県にある国営ひた
ち海浜公園に行ってまいりました。この時
期はネモフィラというお花がとてもきれいに咲いていると
聞いていました。この度初めて特急電車に乗りました。特
急電車は私にとってはとても素晴らしい体験でした。実際
に行ってみると、とても広いところでネモフィラもとても
きれいでした。皆さんにお土産として茨城県の名物の納豆

• ５月のロータリーレート：1＄＝１３０円

• 配布物：会報／ガバナー月信５月号／埼
玉県のＳＤＧｓパートナー

• 回覧物：米山梅吉記念会館より賛助会員
入会のご案内

会場：川越プリンスホテル5階

会員数

98名

免除
出席者
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正会員
出席者
58名
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1名

出席率

64.58％

点鐘 (12:30) ／ロータリーソング（君が代・奉仕の理想）／ビジター・卓話講師紹介／会長
の時間／新会員入会式／幹事報告／委員長報告／卓話／点鐘（13:30）
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62名

を差し上げたかったのですが、人数が多いクラブですので
申し訳ございません。
　最後に米山の奨学生になれたことを光栄に思います。い
つも優しい目で私の事を世話して頂けていることに感謝申
し上げます。本日はありがとうございます。

上原 孝之　（ウエハラ タカユキ）会員
推薦者　　：岩堀会員／木澤会員
事業所　　：第一生命保険㈱　川越支社長
所属委員会：会報委員会

　上原という名前で想像される人物は色々

【細則変更について】
• 第 5 条において入会金および会費の件に
関しまして訂正をさせて頂きました。第２
項として①支店長等の転勤に伴う後任者②
会員家族については半額とさせて頂きます。
そして第３項を付け加えさせて頂いており
ます。移籍ロータリアン、元ロータリアン
の入会金は免除という形にさせて頂きます。

• 第 11 条の財務に関してでございます。全ての勘定書と
いう文言を金銭と変えさせて頂きます。また、今は小切手
は使われておりませんので理事若しくは他の役員のうち 2
名の承認を受け会計若しくは権限を持つ役員によって支払
われるに変更させて頂きます。

• 第１３条を付け加えさせて頂きました。退会届は会長又
は幹事宛に書面をもって行い理事会が受理するものとする。
なお退会申し出の理事会受理に関し急を要する場合は書面
決議も可能とする。ただし当該会員が当クラブに負債があ
る場合を除きます。 ●上原 孝之さん、久保田 誠さん、津田 のぞみさん、川越ロー

タリークラブ会員誠におめでとうございます。クラブへの
御活躍を期待いたします。＜会長／幹事＞　●米山奨学生ミ
ンさん例会へようこそ。楽しんで行って下さい。＜会長／幹
事＞　●天野さん、本日の卓話楽しみにしております。＜会
長／幹事＞　●歴史と伝統のある川越ロータリークラブに
入会させていただき有難うございます。＜上原＞　●歴史と
伝統のある川越ロータリークラブに本日より入会させてい
ただきました。皆様宜しくお願い致します。＜久保田＞　●
歴史と伝統のある川越ロータリークラブに入会させていた
だきありがとうございます。＜津田＞　●久保田 誠さん、
上原 孝之さん、津田 のぞみさん、川越ＲＣご入会おめでと
うございます。＜片山／小杉／阿部／木澤／洞井／山田（哲）
／西澤／西川／住谷／鈴木（壮）／京野／水村／坂口／相
原／𠮷﨑／石井／栗原／山田（和）／小城／野溝／馬場（常）
／塩野／小林／岩堀＞　●米山奨学生、ミンさんようこそ！
例会楽しんで下さい。＜石井／野溝＞　●本日は卓話天野支
店長に協力を仰ぎ進めさせて頂きます。宜しくお願い致し
ます。＜小川／小杉／山田（哲）／福岡／西川／坂口／相原
／石井／栗原／野溝／小城／山﨑／伊藤／小林／柏倉＞　
●東京国立博物館開催の「空也上人と六波羅蜜寺」展、家
内と二人で行って来ました。＜𠮷﨑＞　●早退１名（敬称略）
【合計82,000円】

いらっしゃると思いますが、今後皆様にとりましてウエハ
ラと言えば川越ロータリークラブのウエハラと言っていた
だけるように。そして川越市民の皆様にお役に立ち、川越
市民の皆様からありがとうと言って頂ける様な取り組みを
行っていくことを目標として頑張っていきたいと思います。
よろしくお願い致します。

久保田 誠　（クボタ マコト）会員
推薦者　　：片山会員／𠮷澤会員
事業所　　：ＳＭＢＣ日興証券 川越支店長
所属委員会：会報委員会

　出身は旧上福岡市、出身高校は城西川越
高校です。この川越ロータリークラブの重

みは十分に理解しているつもりでございます。地域とクラ
ブのために精一杯頑張っていきたいと思います。趣味はゴ
ルフですが、決して上手くはありませんが、お誘い頂けれ
ば幸いでございます。どうぞよろしくお願い致します。

津田 のぞみ（ツダ ノゾミ）会員
推薦者　　： 阿部会員／西澤会員
事業所　　：川越プリンスホテル 支配人
所属委員会：親睦委員会

　私の経歴ですが、品川プリンスホテルに
26 年間おりました。その間にマーケティ

ング戦略部門・事業戦略部・エンターテイメントスポーツ
部門の経験を致しまして、この度川越プリンスホテルの支
配人として着任いたしました。前任からは、会長・幹事・
会員の皆さまがホテルの事を心配してくださってくれてい
るという事を聞いております。本当に感謝しかございませ
ん。初めての事で色々と至らないこともあると思いますが、
皆様と交流をしながらこの川越のまちに尽力していきたい
と思います。よろしくお願い致します。
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