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福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)
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幹　事　報　告

出席率59.5％
鯖江商工会議所３階中ホール

卓話

「SDGｓと鯖江市の取り組みについて」
めがねのまちさばえ戦略課

仲 倉   由 紀　様 卓話

「市政報告」
鯖江市長

牧 野   百 男　様

点鐘：12:30

米山奨学生卓話

姜　伟 （ジャン　ウェイ）様

家  庭  会  合  報  告

委　員　会　報　告開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘

「R-O-T-A-R-Y」

岩尾　顕治
　ソング委員長

ロータリーソング

会　長　の　時　間
  清水  康弘    会長
　先週の納涼夜間例会
にはたくさんの会員にご
参加いただきありがとう
ございました。久し振り

の大人数に大島親睦委員長がうれしい悲鳴を
上げていました。木村会員のロック演奏は大変
盛り上がり、素晴らしいアトラクションでした。今

酒井　雅憲　幹事
　今ほど会長がすべて
お話しましたが、９月２
２日防災講演会に沢山
の方がご参加いただき

ますようどうぞお願いします。
　委員会報告は、大橋委員長が欠席ですので、
幸道実行委員長よろしくお願いします。

幸道　森市
　６０周年実行委員長
　先ほど会長の方から
話がありましたが、２２
日の午後1時半から、鯖

江市嚮陽会館に於いて防災講演会を開催しま
す。2時間の予定です。
　準備等々の役をお願いされている皆様は、時
間励行でお願いしたいと思います。後は、人集
めのみでございますので、是非とも、ロータリア
ンはもとより、一人でも二人でも、連れて来てい
ただけると大変ありがたいです。よろしくお願い
します。

週の週報にて「本日のスター」と評されており、
週報は皆さんの笑顔で埋め尽くされています。
瀧谷会員、いつも本当にありがとうございます。
　さて、60周年記念事業「防災についての講演
会」も明後日のこととなりました。
　この事業の成功のカギは、一人でも多くの人
に席を埋めていただくことです。皆さん、今から
でも遅くありませんので、一人でも多くの方に御
声掛けをしていただいて、なにとぞ成功へと導
いていただきたいとお願いいたします。
　また今月に入り「出席率向上」をテーマに家
庭会合を開いていただき18日で4班とも終了し
ました。班長さん、ありがとうございました。
　蛇足ながら講演会もメイキャップの対象であ
ることを改めてお伝えしておきます。

家庭会合第２班
　岩尾顕治　チーフ
　17日(火)おふくろ
寿司にて開催。8名出
席で「出席率向上」に

ついて話しました。
　現状として、ロータリーの友・クラブ活動
報告書等、いつまでも残っていたり、防災
の講演会への会員出席が20名だとお聞き
し、どうなっているのかと思いました。また、

I.M.や地区大会への参加にしても、非常に少ないと思います（地
区全体にも言えることですが）。これは、「日常の会員同士の繫が
りがないからだ」と指摘される会員も居り、過去には欠席の人に
配って歩く、週報は郵送する等していたという事でした。
　長期欠席の人には、出席するように会長・幹事が言いに行く。ま
た、改善されないようでしたら決断するのも必要だし、はっきりさ
せたほうが良いという意見もありました。

家庭会合第4班　深見泰和　チーフ
　花湖（はなこ）にて、9名出席で「出席率向
上」について話しました。
　メーキャップについて、なかなか利用しず
らい人が居られるんじゃないだろうかという
意見があり、1人で行くのもどうかなと思う人

に、2人でチームを組んだらどうかという提案が出されました。2
人で1回行くと次は1人で行けるよというアドバイスもありました。
　以前あった同好会「そば打ち」「陶芸教室」など、楽しかったの
で、また開催があったら良いなという意見が出ました。
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テーマ卓話

にこにこＢＯＸ報告

「SDGｓと鯖江市の取り組みについて」めがねのまちさばえ戦略課

仲 倉   由 紀　様

日本事務局からのお知らせ
2019年9月のレートは、1ドル＝106円です
（9月レート適用は、9月１日（日）以降に弊局口座へ着金対象）

清水　康弘　会員
幸道　森市　会員
岩尾　顕治　会員
榊原　広輝　会員
深見　泰和　会員
窪田　健一　会員
西尾　俊一　会員
酒井　芳則　会員
馬場　一彦　会員

野呂　和夫　会員

講演会の成功を祈願して、仲倉さまの卓話を楽しみに

22日の防災講演会よろしくお願いします

楽しい家庭会合をもてましたので

仲倉さんの講演を楽しみに

仲倉さんの卓話を楽しみに

　〃

　〃

早退します。卓話聞けずにすみません

早退します

納涼夜間例会楽しみに

（先週夜間納涼例会未記入分）

家庭会合第２班
　岩尾顕治　チーフ
　17日(火)おふくろ
寿司にて開催。8名出
席で「出席率向上」に

ついて話しました。
　現状として、ロータリーの友・クラブ活動
報告書等、いつまでも残っていたり、防災
の講演会への会員出席が20名だとお聞き
し、どうなっているのかと思いました。また、

I.M.や地区大会への参加にしても、非常に少ないと思います（地
区全体にも言えることですが）。これは、「日常の会員同士の繫が
りがないからだ」と指摘される会員も居り、過去には欠席の人に
配って歩く、週報は郵送する等していたという事でした。
　長期欠席の人には、出席するように会長・幹事が言いに行く。ま
た、改善されないようでしたら決断するのも必要だし、はっきりさ
せたほうが良いという意見もありました。

家庭会合第4班　深見泰和　チーフ
　花湖（はなこ）にて、9名出席で「出席率向
上」について話しました。
　メーキャップについて、なかなか利用しず
らい人が居られるんじゃないだろうかという
意見があり、1人で行くのもどうかなと思う人

に、2人でチームを組んだらどうかという提案が出されました。2
人で1回行くと次は1人で行けるよというアドバイスもありました。
　以前あった同好会「そば打ち」「陶芸教室」など、楽しかったの
で、また開催があったら良いなという意見が出ました。

　これは鯖江市のSDGｓ推進のシンボルマークで
す。めがねのまちらしく、眼鏡の形になっています。
このSDGｓには17の目標があり、それぞれ色分けさ
れています。17の色を片方8つずつにわけ、左側に

「Think globally」とありますが、世界を見据えた目標の色のレンズになって
おり、右側には「Act locally」とあり、地域で行動す
る内容の目標の色になっています。そして、SDGｓ
の目標解決の要と考える目標5の「ジェンダー平
等の実現」の色であるオレンジ色でブリッジを作
り、2つの思いをつなげています。
　ＳＤＧｓとは、地球に住むすべての人が今よりもっと暮らしやすい社会
を実現するため、2030年までに経済・社会・環境など様々な課題に取り組
むために定められた目標で、「Sustainable Development Goals：SDGs」直
訳すると持続可能な開発目標という事で、17の目標と169のターゲットで構
成されています。

　これが、17の目標です。この目標にそれぞれターゲットと呼ばれる実施目
標のようなものがあり、目標達成のための指標が定められています。目標は
17に分かれてはいますが、お互いにつながっています。自分たちでできると

思う目標から取り組んでいくと、知らないうちに、社会の中でいろいろな効
果につながっていきます。
目標　１　貧困をなくそう
目標　２　飢餓をゼロに
目標　３　すべての人に健康と福祉を
目標　４　質の高い教育をみんなに
目標　５　ジェンダー平等を実現しよう
目標　６　安全な水とトイレをみんなに
目標　７　エネルギーをみんなにそしてクリーンに
目標　８　働きがいも経済成長も
目標　９　産業と技術革新の基盤をつくろう
目標　10　人や国の不平等をなくそう
目標　11　住み続けられるまちづくりを
目標　12　つくる責任つかう責任
目標　13　気候変動に具体的な対策を
目標　14　海の豊かさも守ろう
目標　15　陸の豊かさも守ろう
目標　16　平和と公平をすべての人に
目標　17　パートナーシップで目標を達成しよう
　SDGsという世界共通の目標をもとに、本市では、大学、企業、市民団体な
どとの連携を始めており、SDGsに関する活動の輪が着実に広がっています。
　SDGsは、次の理由から、市民の多くがSDGsを「自分事」にできず、行動に
つなげることができない方が多くおられます。
・先進国ではなく途上国の問題という印象がある。
・17の目標の分野が広すぎてわかりにくい。
・個人とは関係ない印象がある。
　実は、SDGsは日常生活に密接にかかわってくるものばかりです。子どもた
ちのために私たちができること。20年、30年先を見据えて、SDGs達成に向け
て身近なことから行動してみましょう‼
　さあ、皆さん、一緒に取り組みましょう！未来に夢と希望が広がる持続可能
な鯖江を創造するため、Think globally! Act locally! 世界的視野を持っ
て、地域で行動を起こしましょう。


