46 期【No16 号】第 21８1 回例会
2018/11/22
（過去 3 回の修正出席率 10/11:100% 10/18:100 % 10/28:100%）

【本日の卓話】

「

職

場

例 会

」

18 時～ 於：柴田酒造場
11 月はロータリー財団月間です！

【前回の会長挨拶】
11 月はロータリー財団月間です。前回の例会でもお願いしましたが年次寄付一人当たり 120$(1
万 5 千円程度)お願いします。
9 月にポリオ基金で一人当たり 30$(円貨 5 千円)をお願いしましたが、
今月もどうかよろしくお願いします。
さて、先日の 11/10(土)-11(日)と蒲郡 RC のホストで地区大会が開催されました。大勢の会員に
出席して頂き有難うございました。又、1 日目午後からは青少年フォーラムが開催され、本日卓話の
光ヶ丘女子高校インターアクトクラブ秋元顧問を始め会長･副会長に出席していただき有難うござい
ました。当クラブも平成 27 年に地区大会のホストを務め、あれから 3 年が経ちました。時の過ぎるのは早いものです。
本年度の地区大会は蒲郡市民会館を会場に設営され非常に手作り感のある素晴らしい大会でした。2 日間とも天候に恵
まれましたが、特に日曜日の昼食は屋外のテントで地域の特色ある食材を提供する形式でしたので、主催者はほっとし
たことでしょう。ともかく大成功の大会でした。
先日、形埜小学校が岡崎市教育委員会より教育文化賞を受賞しました。内容は当クラブが助成している水質保全活動に
対するもので、岡崎市の小学校では他には私の母校の三島小学校のみでした。尚、来週の例会は職場例会を柴田酒造場
で開催します。本来職場例会は 1 月の職業奉仕月間に実施しますが、柴田酒造場が額田にあり冬場には雪、凍結等で開
催できかねる可能性があるため 11 月の開催としております。若山牧水の歌に「白玉の歯にしみとおる秋の夜の酒はし
づかに飲むべかりけり」がありますが、今回の例会では親睦を深めるため大いに賑やかに飲みたいと思います。

【前回の卓話】

「インターアクトクラブの活動」

光ヶ丘女子高等学校の皆さん

今年度、光ヶ丘女子高等学校が最も力を入れている SDGs の取り組みについてお話したいと思います。SDGs とは
Sustainnable Development Goals の略称で持続可能な開発目標を意味します。2015 年 9 月にニューヨーク国連
本部で国連サミットが開催され、
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。SDGs はこの成果
文書に記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標です。具体的には「貧困をなくそう」
、
「安全な水とトイレを
世界中に」、など貧困や健康について、「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」「住み続けられるまちづくりを」な
どエネルギーや経済についてなどです。SDGs の特徴は主に 3 つあります。一つめは先進国を含む国際社会全体の共
通目標であることです。SDGs は 2001 年に策定されたミレニアム開発目標 MDGs を継承しました。MDGs は「極
度の貧困と飢餓の撲滅」や「HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止」などの目標が織り込まれており、
先進国による途上国の支援を中心とする内容でした。二つ目は目標づくりから始まるという点です。バックキャスティ
ングという方法を用いて、2030 年の目標となる状態を想定し、そこを起点に目標実現のために今何が出来るかを考
えます。三つ目は「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に、総合的に取
り組むことです。SDGs は実は私たちの生活と既に関わりがあることが分かりました。意識をすればより広く、深く関
わり、少しかもしれませんが、世界の問題の解決に役立つことができると思います。電気をこまめに消す、使い捨てプ
ラスチックを使わない、など本当に簡単なところから始まります。より多くの方が SDGs について知り、深刻な世界
の問題について興味を持ってほしいと思います。ご清聴ありがとうございました。
以上、詳細は議事録をご確認ください。
会員ショートスピーチ 杉田広喜君
■
地区大会･青少年フォーラムにご参加の方、お疲れさま
幹事報告(坂野弘君)
でした。実り多い二日間でした。
【第 9 回理事会報告】11 月定例理事会
■
11/16(金)第２回西三河中分区会長幹事会が開催され、
1.リフレクスポーツジャケット追加購入案の件：承認
野村会長･市川次年度ガバナー補佐･畔栁次年度分区幹
１.WFF 親睦例会決算報告の件：承認
事･稲垣次年度分区幹事･幹事坂野が出席します。
１.職場例会職業表彰と予算案の件：承認
■
岡崎市美術博物館より「美博 びっくり箱展」の招待券
１.年忘れ親睦家族例会予算案の件：承認
が２枚届いています。ご興味のある方は事務局まで。
１.下期会費請求案の件：承認
■
次週例会は 18 時～柴田酒造場での職場例会です。バ
１.光ヶ丘高校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ助成金贈呈案の件：承認
スご利用の方は 17 時に東岡崎南口にご参集ください。
報告事項：形埜小学校水質保全助成名称変更案の件
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■ 元岡崎 RAC 高橋様、
中谷様よりお菓子を頂きました。
■ 例会変更は週報あづまをご確認ください。



ビジター報告 なし
出席委員会 本日の出席率 75.47%（欠席 13 名)



前々回(10/28)の修正出席率 100%(欠席 0 名)




職業奉仕委員会 11/22 職場例会の案内
親睦委員会 12/15(土)年忘れ親睦家族例会の案内
雑誌委員会 ロータリーの友 11 月号の記事紹介
ニコニコ委員会




 岡崎ローターアクトクラブ OG 髙橋真咲様

卒業のご
挨拶に参りました。約 5 年間大変お世話になりました。
 岡崎ローターアクトクラブ OG 中谷ちひろ様 前期は
会長職を務めさせて頂き大変お世話になりました。
 野村政弘君 光ヶ丘女子高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの皆様
の来訪を心より歓迎いたします。本日卓話をよろしく





お願いします。
坂野弘君 ｲﾝﾀｰｱｸﾄの皆さん･秋元先生、先日は地区大
会の参加有難うございます。
山内隆一君･宇野弘隆君･林孝夫君･三城偉央君 光ヶ
丘女子高校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの皆さんを歓迎します。
長坂勲君 本日 56 回目の結婚記念日です。
小木曽進君 寒くなりました。インフルエンザに気を
つけて下さい。
橋本義紀君 黒井さん先日はお世話になりました。
新浪勝也君 先月久しぶりにお馬さんが１等賞にな
りました。
杉田広喜君 3 分間スピーチ有難うございました。
岡田祥輝君 生駒さん･神谷さん、日曜は有難うござ
いました。
清水幹良君･南鉉君 ニコに協力します。

11･12 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

11/29(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「会員卓話」山中一君
12/6(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「クラブ年次総会」
12/15(土)18:00～

ホテルアソシア豊橋

「年忘れ親睦家族例会」
（12/13 の例会変更です）

12/20(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「RYLA セミナーに参加して」鈴木諒佑様
12/27(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」野村会長･坂野幹事
クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

11 月 27 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

12 月 3 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

12 月 5 日（水）

三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

12 月 11 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

12 月 12 日（水） 岡崎

岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30

12 月 17 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

12 月 18 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

12 月 18 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

12 月 18 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

12 月 19 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

11 月 29 日(木)～30 日(金)

葛城 GC 北の丸

定例会

ひよどり会

12 月 13 日(木)

チャーム

定例会

写楽会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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