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 １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 

2018-2019年度クラブ方針 

 Take Action and Enjoy! 
   行動を起こそう！そして楽しもう！    

次回のお知らせ 

発目標）」の略称です。数年前にロー

タリー関連でこの話を始めて聞き興

味を持った記憶があります。もともと

2000年に国連のサミットで採択され

た世界の貧困をなくす、ミレニアム開

発目標というものがあり、2015年に達

成期限を迎えたことを受けて、2015

年9月の国連サミットで全会一致で採択された「誰一人取り

残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現

のため、2030年を目指した「17の国際目標」です。17個の

目標のもとに169個のターゲットがあり、具体的に噛み砕い

た形で数値目標なども入れて作られています。また、目標

とターゲットの進捗状況を図る232の指標があります。17の

目標と169のターゲット、232の指標、この３段構えがSDGs

の一つの特徴です。 

 ミレニアム開発目標は、主に発展途上国の貧困改善が

目標でしたが、SDGsは、環境、経済、社会の３側面から総

合的向上を達成する手段として、発展途上国だけではなく

先進国も対象になっています。利用価値としては、国連で

決まったグローバルな長期の目標ですので、活動に正当

性を得ることが出来ることです。しかも、その正当性が普遍

的価値に結びつく訳です。企業の活動は得てして自らの

利益だけを目標にしていると思われがちですが、そうでは

なく、より公共の目標に貢献しているのだという事を示し、

企業イメージの向上に繋がります。普段活動している短期

の利益目標と、包摂的なグローバルで長期的な利益とを

結びつけ、大きく飛躍することを目標とできます。地方自

治体であれば、そこにいる人に利益をもたらすことが一番

の目標になりますが、そのことが世界的な大きな目標にも

繋がっている事を示すという利用価値もあるでしょう。 

 いろんな国の政府が今、SDGsに基づいて計画し予算立

てを行なっています。日本の場合は政府の中に推進本部

があり、総理が本部長となり、すべての省庁、大臣が集まり

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８９２回例会） 

平成３０年１１月１５日(木）  

（上野山（栄）会長） 

 

（川口親睦活動副委員長） 

ゲスト：楠部 睦美様、栗栖 奈央子様 

 (有田川女子会UP Ｇｉｒｌｓ） 

 

 

 

（上野山(栄)君） 

 今週の会長の時間は先週のロータリー重点分野に続い

て国連のSDGsについてです。「SDGs（エスディージー

ズ）」とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開

  平成３０年１１月２９日 第２８９３回 

・ミャンマー国際奉仕事業の報告 

 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成３０年１２月６日 第２８９４回 

・外部卓話：江川美奈江氏、辻合竜也氏 

   「地域に繋ぐ～認知症当事者の想い～」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８９２ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

ゲストの紹介 

担当：中村副委員長・嶋田(ひ)委員 

ミャンマー国際奉仕活動事業の壮行会を行いました。

参加される皆さん、気をつけて行ってきてください！ 

  日程11月22日(木)～25日(日) 

  参加者会員：７名(上野山栄、松村、中元、橋本 

              児嶋、丸山、橋爪誠) 

壮 行 会 



２ 

ロータリー財団月間 

リー学友 林 健太郎君 ミャンマーでのタミフルの

ジェネリック医薬品製造。 

18～27Ｐ：ポリオ撲滅までのガイド 不活化ポリオワクチン

接種への移行。 

37Ｐ：ロータアクトからロータリーへ変貌 アメルスフォー

ルト・ヤング・アンビションＲＣ 

☆縦組み 

4～8Ｐ：児童虐待の実情 児童養護施設 大村子供の家

副施設長 松本 幸治氏 児童虐待増加に伴う児童

養護施設、里親委託などの受け皿の整備が必要。特

に里親による保護・教育の割合を増やしていく取り組

みがなされている。  

29Ｐ：第10回紙飛行機滞空競技大会 堺南ＲＣ 

30Ｐ：初めての近畿・四国合同地区委員会開催 茨木西

ＲＣ 

 

 

 

＊ＩＭ実行委員会（松村副委員長） 

 11/17(土）ＩＭです。出席よろしくお願いします。 

 

 

 

（木本例会運営委員長） 

本日の会員数３１名  

  （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２５名 

  （出席規定免除会員７名）  

         ８６．２１％ 

 

 

（松村ＳＡＡ） 

上野山(栄)君：楠部さん、栗栖さん、ようこそ有田ＲＣへ。

卓話楽しみに拝聴させて頂きます。明後日のＩＭ、皆

様の力をひとつに頑張りましょう。ミャンマー行って参り

ます。良い報告が出来ますようお祈り下さい。 

嶋田(崇)君：ミャンマー国際奉仕活動に行かれるみなさ

ま、お気をつけて。くれぐれも食中毒は要注意ですよ。

楠部様、卓話宜しくお願いします。 

成川(守)君：有田市文化賞をいただきました。音楽を愛

する皆様のご支援ご協力のおかげです。 

上野山(捷)君：楠部睦美様、卓話楽しみにしています。 

児島君：楠部さん、お話楽しみです。 

井上君：みな様、ようこそ有田ＲＣへ。 

岩本君：楠部さん、本日の卓話楽しみにしています。 

嶋田(ひ)君：楠部様、本日は宜しくお願いします。卓話楽

しみです。 

川口君：楠部様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話楽しみ

にしています。17日のＩＭ、皆様ご参加宜しくお願い致

します。 

原君：皆様、寒くなってきました。体調には十分留意さ元

気で過ごされますことをお祈り申し上げます。 

木本君：楠部様、ようこそ有田ロータリークラブへ。本日

の卓話宜しくお願い致します。ミャンマーチームの皆さ

ん、安全と健康にはくれぐれも気をつけて行ってきてく

思考しています。推進本部の中に円卓会議というものが

設置され、そこで2016年の12月にはSDGs実施指針が策

定されました。2017年12月にはSDGsアクションプラン

2018を公表し官民による主要な取り組みを発信していま

す。まさに日本ならではのSDGsモデルという訳です。脇

村さんの決議案の文章にもあった８つの優先分野につい

ても資料をご覧いただければ理解できると思います。 

 政府の取り組みの話をしましたが、SDGsの一番の特徴

は、世界中の一般の企業や個人が目標に向かって行動

し、人と人を結びつけることです。例えば、電気を消した

り、LEDに変えたり、食事を残さずに食べる。環境や資源

を考えることは、いろんな人達が始めています。それは自

分の便益や環境や資源のためだけではなく、世界のた

めになり繋がっていることを示してくれます。そして長期

的に持続可能な社会に繋がっていく。このような個人で

行う少しの行為がグローバルに繋がると考えると非常に

楽しくなります。 

 SDGsが一番求めていることは世界的な変革です。例え

ば車ですが、車ができる前は馬車でしたが、車ができて

馬車が無くなるまで15年もかかってないと言われていま

す。SDGsが出来、目標について色々な人が行動を集め

ていく、それを大きなうねりにして世界中が１つの目標に

向かって行動し、変革につないでいく。それがSDGsの目

指しているところだと考えます。 

 

 

（嶋田（崇）幹事） 

１．第5回定例理事会報告 

①11月12月例会プログラムの件  承認 

②10月試算表の件  承認 

③第2分区ＩＭ特別会計設置の件  承認 

④家族夜間例会決算報告の件  承認 

⑤北畑君の所属委員会の件  Ｒ広報委員会と親睦活動

委員会  承認 

⑥第2分区ＩＭの件   全員登録(お一人1千円)とさせて頂

きます  承認 

⑦ミャンマー国際奉仕事業の件   11/22(木)～25(日) 会

員7名 会長､松村､中元､橋本､児嶋､丸山､橋爪(誠)   

   総予算 地区補助金､クラブ予算などで約50万円  承認 

⑧新年夜間例会の件  2019年1月10日(木)  橘家  承認 

   理事会17時～17時40分､ 例会18時～18時30分、年頭

所感 脇村君、新年会(懇親会)18時35分～21時、年男

スピーチ 宮井君､橋爪(誠)君､丸山君､菅原君(各3分) 

 ⑨60周年事業の件  継続審議 

 ⑩クラブ懇談会(有志による忘年会)開催の件  12/6(木)  

19時～ 「なごみ」 会費お一人5千円  承認 

 

 

（中村R広報副委員長） 

☆横組み 

3Ｐ：ＲＩ会長メッセージ 国際大会への参加呼びかけ。 

8Ｐ：ロータリー財団管理委員会は今 ロータリー財団管

理委員 北 清治君 地区財団活動資金（ＤＤＦ）が

800万ドルもあるので積極的に活用してほしい。 

14Ｐ：「四つのテスト」に照らした平和の構築を ロータ

 幹事報告  

ロータリー友誌  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



ひとりもいなかった…その状況はおかしいと指摘されたこ

とがきっかけで、俳優の伊勢谷友介さんを招いてイベント

が開催され、多くの女子が集まり、その中の有志が自ら

会を立ち上げたのが任意団体、有田川女子会です。現

在メンバーは４３名で、町内在住者のみならず町出身者

や町内の企業に勤める女性など、仕事も主婦や経営者、

サラリーマン、公務員など様々です。 

 女子会の活動内容は、町の情報誌をつくったり、座談

会を開催したり、郷土料理を学ぶなど、多岐にわたりま

す。活動テーマ“あったらいいなを形にする”をもとに「こ

んなビジネスをやってみたい」や「実はこんな資格を持っ

てます」というメンバーを講師に迎え、料理教室などのイ

ベントを開催することもあります。 

 数ある活動の中でもっとも私の印象に残っているのは

情報誌“shiyola”づくりです。“shiyola”は昨年発行された

有田川町に関する観光、食文化、移住者、暮らし等が網

羅されたライフスタイル情報誌です。企画から編集作業

（取材・写真撮影・ライティング・レイアウト）は全てボラン

ティアで私たち自身が行いました。仕事をしながらの初め

ての慣れない作業はとても大変でしたが、１年間をかけ

て取り組んだことで、信頼できる仲間を得るとともに有田

川町の魅力を再発見するきっかけになりました。この

shiyolaはTVや新聞などのメディアで取り上げて頂き、町

内の多くの方に女子会の存在を知ってもらうきっかけに

なりました。 

 今後の展望として、女子会を通して若い世代間でのコ

ミュニティ、ネットワークづくりをもっと広げていきたいと思

います。またこの活動を通して、少しでも女性の夢や希

望を叶える手助けや、そんな思いを持っている女性を見

つけるきっかけ作りができれば嬉しいです。町内の女性

が「有田川町に住むのって楽しいな」、他地域の女性が

「有田川町に住みたい！」と思ってもらえるようになれば

幸いです。 

 

 

 

 

３ 

ロータリー財団月間 

ださい。 

菅原君：楠部様、卓話宜しくお願い致します。ミャンマー

国際奉仕事業御参加の皆様がんばってきてください。 

宮井君：有田川女子会 楠部睦美様、ようこそお出で下

さいました。卓話楽しみにしています。ミャンマー国際

奉仕チーム、お気をつけて頑張ってきて下さい。 

上野山(英)君：ミャンマー奉仕事業に参加の皆様、ご苦

労様です。気を付けて行ってきてください。 

岩橋君：ミャンマー行かれる方々、がんばって下さい。 

中村君：ミャンマー国際奉仕事業、はりきって行って来て

ください。報告を楽しみにしております。 

橋爪（誠）君：楠部様、ようこそ有田ＲＣへ。本日よろしくお

願いいたします。来週よりミャンマー国際奉仕活動が

んばってまいります。 

丸山君：楠部様、卓話楽しみにしています。ミャンマーで

おなかをくずさずにはじけてきます。 

橋本君：楠部様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話よろしく

お願いします。ミャンマー頑張ってきます。 

中元君：楠部睦美様、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。 

松村君：楠部様、栗栖様、有田ロータリークラブへお越し

下さりありがとうございます。 

 

 

 

「女性も楽しいまちづくりに」 
 

 有田川女子会UP Girlsの代表を務めております楠部と

申します。まず初めに、私の自己紹介をさせてもらいま

す。有田川町の旧金屋町吉原で生まれ、高校生まで育

ちました。大学時代は滋賀県、社会人では愛知県で計

10年ほど過ごしました。 

 2014年のあるとき、実家の隣家である私の親戚の家

が、家主が亡くなるに伴い空き家になりました。その後、

親戚内で誰かいらないかという話になり、私が所有権を

譲り受けました。その後会社を退職し、有田川町にUター

ン、この空き家を改装してゲストハウス経営をしておりま

す。これが由来で「ゲストハウスもらいもん」と名付けてお

ります。 

 現在私は、“ゲストハウスもらいもん”“AGW”“有田川女

子会”この３つのフィールドを中心に活動しています。今

回お話する有田川女子会が発足したのは、約３年前のイ

ベントがきっかけです。その頃有田川町では、アメリカの

地方都市ポートランド市との連携したまちづくりをすべく、

町内の男性を中心に有田川を変革する人たち「変人会

(現AGW)」が発足していました。町は“女性が住んで楽し

いまち”を目指していましたが、その変人会には女性が

 卓 話 

閉会・点鐘 （上野山(栄）会長） 

 

 

有田川女子会UP Girls 

代表 

 楠部 睦美 様 

日程 １２月の例会プログラム 

1２/６(木) 

外部卓話：江川 美奈江 様 

     辻合 竜也 様 

(認知症と共に生きるまちづくり実

行委員会） 

「地域に繋ぐ～認知症当事者の想

い～」 

1２/１３(木) 年次総会 

1２/２０(木) 前期活動報告の発表 

1２/2７(木) 休 会 



ロータリー財団月間 

４ 

2018-2019年度 国際ロータリー第2640地区 第２分区 

ＩＮＴＥＲＣＩＴＹ ＭＥＥＴＩＮＧ 
         日時：2018年11月17日(土) 12：30～17：00 

         場所：有田市文化福祉センター・紀州有田商工会議所 

     ＩＭテーマ 

「地域社会に根ざし、世界に羽ばたくクラブを目指して」 


