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 第２８４６回 例会 

 ○ ソング「きよしこの夜」 

 〇 クリスマス家族夜間例会 

    ダイワロイネットホテル和歌山 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年１２月１３日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５８名  ホームクラブ出席者７３．４２％ 

会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

 １２月２７日（金）休会・２０２０年１月３日休会 
 

 

 ２０２０年１月１０日（金） 

 ○ ソング「君が代」「奉仕の理想」 

 〇 新年例会 

ビジター 

和歌山RC・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 

〇来る12月20日の例会は22日のクリス

マス家族例会に変更となっておりま

す。 

 尚、22日の家族例会開会は、午後６

時からとなっておりますのでお間違い

のないようお願い致します。 

〇次週もアナウンス致しますが次々週

27日並びに令和2年1月3日は定款第

８条第一節に基づき理事会の決定を経て休会となります。 

〇事務局の年末年始の休暇は12月26日木曜日から2020

こんにちは 

様々な場所で、クリスマスのイル

ミネーション、クリスマスソングが

聞こえ、年の瀬を実感する季節

になってきました。 

本日当クラブに久しぶりにメイ

キャップで和歌山ＲＣの森下様

が来られました。 

本日は、外来卓話で環境経済

総合研究所 代表 木村浩造様が卓話題目「ＳＤＧｓ」とどう

向き合うべきか、で来られています。後ほどよろしくお願い

いたします。 

さて年の世相を漢字一文字で表す師走恒例の「今年の漢

字」が12日発表され、令和最初となる文字は、「令」に決まり

ました。また今年の世相を反映した言葉を選ぶ「２０１９・流

行語大賞」の候補が６日、発表され、列島を熱狂の渦に巻

き込んだラグビーワールドカップ関連では、史上初のベスト

８進出を果たした日本代表のスローガン「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」

など五つが入りました。 

団結力の象徴としたこの言葉は、様々な場所で使われたよ

うに思います。 

このほか、消費税増税を機に浸透した、現金を使わない決

済方法の「キャッシュレス／ポイント還元」や「○○ペイ」、高

齢ドライバーによる事故多発を受け、政府などが呼び掛け

る「免許返納」が候補に。 

当クラブでは免許返納した会員はおられませんか？の質

問の返答には誰もいませんでした。 

お笑い芸人が反社会的勢力の会合に参加した問題も注目

されました。事務所を通さず直接仕事を受ける「闇営業」も

ノミネートされました。 

 タピオカドリンクを飲む「タピる」や、全国的なヒットとなった

映画「翔んで埼玉」、持ち歩ける小型扇風機「ハンディファ

ン」も候補入りした。 

またノーベル賞の授賞式が10日夜（日本時間11日未明）、

ストックホルムのコンサートホールで開かれ、スウェーデン

のカール十六世グスタフ国王が化学賞の吉野彰・旭化成

名誉フェローに吉野彰最高の栄誉を示すメダルと賞状を

授与した。 

吉野彰さんの最高の笑顔が特に印象的でした。 

年末（12月～1月）の旬の魚 ぶり 

脂がのった冬のぶり、寒ぶりは美味しい。 

氷見の寒ぶりは刺身にして最高です。 

旬の時期：12月～1月 

ぶり は出世魚で、関西：ツバス → ハマチ → メジロ → ブリ 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 



    
    

 

 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

年1月3日金曜日となっておりますが、4日土曜日、5日日曜

日とお休みなので年明けは６日、月曜日からとなります。 

その間緊急連絡等ありましたら幹事 北畑までお願い 

致します。 念のため携帯番号をお知らせしておきます。

私の携帯番号は090-3282-1666です。 

〇ＲＩより先ほどメールが入りまして、来年6月ホノルルの地

で開催される国際大会の早期割引はあさって15日までとの

ことです。ご参加を予定されている会員の方は早い目にご

登録をお願い致します。     本日は以上です。 

卓卓卓卓    話話話話 

「ＳＤＧ「ＳＤＧ「ＳＤＧ「ＳＤＧssss」とどう向き合う」とどう向き合う」とどう向き合う」とどう向き合う

べきかべきかべきかべきか    
 

  

 

環境経済総合研究所環境経済総合研究所環境経済総合研究所環境経済総合研究所    

    代表代表代表代表    

        木 村木 村木 村木 村    浩 造浩 造浩 造浩 造    様様様様    
 

１．なぜ、「ＳＤＧs」なのか 

 〇２０１５年９月の国連総会で採択された「持続可能な開 

   発目標」 

 〇２０３０年に向けた １７の目標と１６９のターゲット 

 〇持続可能な経済、社会、環境の統合的向上の実現を 

  目指す 

２．身近な目標としての位置づけが必要 

 〇企業にとっての「ＳＤＧs 

  ※持続可能な会社にするために必要なこと 

  ＋ 「ＲＥ１００」（１００％再生可能エネルギーに変更） 

 〇開発目標／会社の方向性を明確に  

    ⇒ 持続させるために何をすべきか 

 〇社会的責任（ＳＣＲ） ＋新たなビジネスチャンスの到来 

 〇必要なものは  創造性 ＆ 変化への対応力 

            イノベーション 

 〇簡単に出来ることは 

  ⇒ 例）再生可能エネルギー／太陽光発電の自家消費  

３．持続可能な会社にするために何をすべきか 

  （１７の目標から抜粋） 

   ４：質の高い教育をみんなに 

   ８：働きがいも 経済成長も 

   ９：産業と技術革新の基盤をつくろう 

   10：人や国の不平等をなくそう 

   12：つくる責任 つかう責任 

   16：平和と公正をすべての人に 

                            ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・前畑君 

奥様誕生日・・・大山君 

木村浩造様より・・・卓話お礼ご辞退分 

和歌山RC森下正紀様・・・久しぶりに南RCにメーキャップ 

                させていただきました。 

前畑君・・・ゴルフ優勝させていただきました。 

       次は100ぎりを目指します。 

藤岡君・・・親睦旅行の写真をたくさんいただきました。 

       ありがとうございました。 

藤田君・・・ひさしぶりにSAAをした。 

前窪君・・・藤田SAAガンバッテ！楠部さんに写真頂いて！ 

植田君・・・橋本先生に沢山お酒を呑ませて頂きました。 

宮本（憲）君・・・山本会員から大根をいただきました。とても 

         おいしくいただいています。玉井会員、前嶋 

         会員、先週のゴルフ楽しくラウンドさせてい 

         ただきました。次回は順位を１つでも上げら 

         れるようがんばります。 

畠中君・・・柔道の三段十段の記事 毎日新聞に掲載頂き 

       まして。 

前嶋君・・・名古屋でメガネケースに私のメガネを入れてい 

      ただきありがとうございました。 

窪田君・・・週報に取り上げて頂いて。 

大山君・・・①木村さんようこそロータリーへ②奥様誕生日 

       ③楠部さんに写真頂いて。 

毘舎利君・・・楠部さんいつも写真ありがとうございます。 

        3/13～15岡山RC55周年皆で行きましょう。 

樫畑君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

前田君・・・楠部さんに写真をいただいた。 

前嶋君・・・楠部様に写真をいただいて。 

山田守君・・・楠部さんに写真を頂いて！ 

        森下さんようこそ！ 

北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

大林君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

今西君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

林（勇）君・・・楠部さんに写真をいただきありがとうございま 

         した。 

豊田君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

金谷君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

おお おお
誕

生
日

誕
生

日
誕

生
日

誕
生

日
のの のの

皆
様

皆
様

皆
様

皆
様

    

１２月１２月１２月１２月    

国際交流委員会 

毘舎利薫委員長 

２０２０年３月１３日～15日に於いて

台湾・岡山ロータリークラブ創立55

周年記念式典例会に参加する事と

なりましました。 

つきましては、会員皆様方のスケジュール調整をして頂き

岡山ロータリークラブに多くの会員と共にお祝いに参りたく

考えております。皆様に於きましては、年度末でお忙しい

次期とは思いますが、万障繰り合わせの上ご参加頂きたく

宜しくお願い致します。 

詳しい旅程等は追って発表いたしますので、まずはスケ

ジューリングの方をよろしくお願い致します。 




