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本日出席会員 38名 

メークアップ（前々回）4名 

出席率（前々回補正） 75.00% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

ゲスト：国連の友 AP・さばえ SDGs推進センター 

           川口サマンサ氏  

副会長挨拶 副会長 小林 幸一                 

皆様、こんにちは。 

まだまだ寒い日も続い

て、昔の人は良く言いま

したが「三寒四温」３日

温かく４日寒いと、こう

して段々と春に近づい

ていくのかと思っております。どうか今、「三寒四温」

の時期、体調崩しやすくなるかと思います。特に今年

はコロナ禍でございますし、風邪をひかない様に後に

従えて免疫を上げて体温を上げて、元気に日々お過ご

し頂ければと思っております。 

今日のお客様は、鯖江から来て頂きました川口サマ

ンサ様です。あとで事業継続に必要なお話を皆さんに

して頂く事になっております。よろしくお願いします。 

あともう一つ、嬉しいお知らせがあります。今日、

新入会員を皆さんとお迎えする事です。あめこお餅屋

さんの後継ぎとして、先代は渡辺佳男さん、ロータリ

ーをこよなく愛して頂いて、精力的に活動して頂いて

いました、その長男であります渡辺岳史さんが、今日

入会の運びとなりました。皆様に紹介をしまして、喜

びたいと思います。ありがとうございます。 

 

プログラム                            

ゲスト卓話「SDGsについて」  

国連の友 AP・さばえ SDGs推進ｾﾝﾀｰ 川口サマンサ氏 

カナダ出身で２７歳です。見ての通りハーフなどで

はなく、川口という名字は日本人と結婚してもらった

ものです。平成２３年に高

校を卒業して、来日して東

京に住んでいた時に国連

の友 Asia-Pacific という

ＮＰＯに入っていろんな

活動をさせて頂いていま

した。 

国連の友 Asia-Pacific は何かと言いますと、国連の

やっていることを楽しく広げようというのが目標なの

で、ＫＪＣイベントや自治体などと連携して啓発を行

っている団体です。国連本部の方でＳＤＧｓの推進会

議を開いているのですが、２回ニューヨーク本部国連

に行かせて頂いて、その時から丹南地区との接点があ

りました。今は鯖江に移住して来まして去年の１０月

なので５か月しかたっていないのですが、これからず

っと丹南地区に居たいという思いでいます。 

ＳＤＧｓと丹南地区が何の関係があるかと言います

と、前から国連との関係が始まっていまして２００８

年に国連の友との共催で国際平和映像祭が開かれて、

丹南ケーブルの吉田社長がプロデュースしました。 

吉田社長が国連本部に行ってチョウドリ事務次長に

直接お会いして丹南地区の報告を行って高く評価され、

今につながっています。今でも元事務次長のチョウド

リとういう方は国連の友の会長で、私がいる鯖江ＳＤ

Ｇｓ推進センターという所で活動させて頂いています

が、そこの名誉会長でいます。 

ＳＤＧｓとは？からお話ししますと、国連が定めた

17 の全世界中の共通の目標になっています。ＳＤＧｓ

の誓いとしては、誰ひとり取り残さないとなっていま

す。人類皆のものとなっています。「Sustainable 

Development Goals（持続可能な開発目標）」となって

います。ＳＤＧｓの始まりは、2015 年に国連の本部の

サミットで採択されたものです。その前にＭＤＧｓ（ミ

レニアム開発目標）というものがありましたが、開発

途上国向けの世界の目標でしたが、それが２０００年

～２０１５年までの１５年の間に達成しようという目

標でしたが、達成出来るところと出来ないところが

あったので修正して改善したのがＳＤＧｓになって
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います。ＳＤＧｓもＭＤＧｓ同様に１５年で達成すべ

き目標という事で２０３０年までに達成するのが目標

となっています。ＳＤＧｓの見方や考え方は様々の部

分もありますが、大きいのはＳＤＧｓの三側面といっ

て「経済、社会、環境」の３つを調和させないとＳＤ

Ｇｓの 17 の目標の達成は不可能だと言われています。

ＳＤＧｓはどういう事をするかというと、世界の目標

ではありますが世界が抱えている様々な課題に取り組

んで次世代が住み続けられる世の中を作って行こうと

いうのがＳＤＧｓです。好循環を作っていくのがＳＤ

Ｇｓです。「人間が豊かな生活を送って、そこから平和

に繋がります。」手を取り合って、協力し合わないとい

けないという事です。 

武生ロータリークラブの活動もＳＤＧｓです。結構

あてはまる事が多いと思います。 

「みんなの食堂」の支援活動はＳＤＧｓに間接的につ

ながっています。パートナーシップという所と飢餓を

無くそうという事も当てはまります。後は健康です。

皆を支援することで健康につながります。もう一つは

「まちづくり」です。「まちづくり」全体が入っていま

して、まちで活動してのまちの絆、強い市民との信頼

関係を作っていく事が良いと思います。もう一つは、

「ピノキオさんへのおもちゃ寄贈」です。パートナー

シップにも入り大変良い事です。木を使う事で環境に

もつながり、まちづくり全体にもつながりますし、教

育と健康にもつながります。 

ＳＤＧｓは地球の貯金だと思っています。地球の資

源は限られています、ＳＤＧｓに取り組む事によって

資源を保つことが出来ます。自分達の未来への投資だ 

と思いＳＤＧｓに取り組む事が良いと思います。 

 

 

 

 

 

会員記事                   

3月 誕生日お祝い   ･･･7名 

藤 谷 家 也 84才 

辻 岡 俊 三 80才 

奥 村    忠 76才 

米 岡 房 直 74才 

石 川   浩 59才 

矢 尾 主 成 53才  前 田 栄 二 49才 

3月 結婚記念日お祝い ･･･6名 

瀧見良之・直 子 51年  

田中 茂・り え 36年  

河嶋一・信 子  33 年 

宮本俊・実 穂  30 年 

石川 浩・靖 代 29 年 

井上常宏・万里子 23 年 

 

報告事項                               

新入会員紹介 

渡辺
わたなべ

 岳史
たけし

さん 

生年月日／昭和 34年 4月 26日 

職業分類／教育、翻訳・通訳業 

事業所／株式会社アレックス  

役職／代表取締役  家族／妻 

推薦者／田中大成会員 

 

ニコニコ箱・・・56,000 円 累計 662,500 円                  

・今日もよろしくお願いいたします。ゲスト卓話に山口様よ

ろしくお願いします。新入会員渡辺様をお迎えしまし

て！！                  【小林幸一】 

・誕生日自祝 誕生月を自祝して 

【辻岡俊三】【奥村 忠】【米岡房直】 

・渡辺さんの入会を祝して。三村さん御父上のご冥福をお祈

りします。               【谷尾榮一】 

・渡辺さんをお迎えして    【玉村一男】【野田義弘】 

・結婚記念日自祝  結婚して何年かたちました。 

【田中 茂】 

・結婚記念日自祝  

【瀧見良之】【宮本 俊】【河嶋 一】【井上常宏】 

・渡辺さんご入会おめでとうございます。 

【田中大成】【三田村士郎】 

・父の葬儀ではお手伝いありがとうございました。 

                      【三村昌之】 

・誕生日自祝 本日が誕生日です。皆さんお祝いの品ありが

とうございます。                【矢尾主成】 

・早退させて頂きます。           【西野昌美】 

・サマンサさん、本日卓話をよろしく！   【吉田登喜男】 

・今後ともよろしくお願いいたします。    【渡辺岳史】 

 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（3 月 17 日～3 月 30 日） 

ビジター受付はありません。 

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの

友ホームページ等にてご確認ください。 

 

本日(3月 16日)例会    3 月 23日 

 

休  会 

3月 30日 

会長エレクト研修 

セミナー報告 

 野田義弘会長エレクト 

4月 6日 

 

休  会 

職業奉仕 

「職業奉仕研修会」 

 宇野賢治委員長 


