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202２年６月３日（金） 第２８７６回例会 形式：対面 天候：晴れ 合唱：君が代、それでこそロータリー、四つのテスト 

会 長 室伏 学  幹 事 望月博文 

事務所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566 湯河原温泉観光協会内 TEL 0465(64)1234  FAX 0465(63)1716 

例会場：ニューウェルシティ湯河原 例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

5月30日に木村ガバナー補佐から

お電話をいただきました。田島ガバナ

ーからのご連絡によると、新しい「かな

がわDEIロータリークラブ」に関して、

第 9グループを断念なさり、第 3グル

ープへの編入が正式に決まったそうです。また、6 月 27 日の

認証状伝達式は鎌倉プリンスホテルで開催されるとのことで

す。事務局の所在地や例会場は今なお不明ですが、お願いす

べきことは既にお願いしてあります。ここから先は神谷会員と

小倉会員の人間性や良識の問題と思いますが、出来る範囲

で注視して参りたいと考えております。何か新しい情報があれ

ば、皆様にお知らせいたします。 

さて、今回も国際奉仕委員長会議の内容について、続きを

ご報告いたします。今回で 4 回目です。認定 NPO 法人 難

民支援協会の方からの「日本の中の難民問題」への取り組み

についてです。難民として逃れる理由としては、民主化活動へ

の参加、改宗（宗教を変えさせられる）、性的マイノリティであ

る、反政府活動をしているグループと同じ地域に住んでいる、

紛争など、一人ひとりに背景があります。日本での難民申請の

数は 2017 年の実績で 19,629 人、難民認定されたのは 20

人と、とても狭き門になっています。また、日本の難民認定申

請の待機期間は平均 4年 4 か月だそうです。また、難民申請

時に在留資格があればよいのですが、難民申請の時点でオ

ーバーステイであれば、在留カード、住民登録、就労許可、国

民健康保険など、いずれも取得できず、収容の可能性もある

そうです。難民支援協会は難民の尊厳と安心が守られ、とも

に暮らせる社会へ向けて、法的支援、生活支援、就労支援、コ

ミュニティ支援、政策提言、広報活動に取り組んでいます。国

際奉仕の活動も様々であることを理解するとともに、尊敬に

値する活動だと感じております。 

話は変わりますが、来週 6 月 10 日は、移動例会の家族親

睦会（日帰りバス旅行）です。つまらないことは忘れて、大いに

楽しんでいただきたいと思っております。 

 

幹事報告 連絡事項 なし 

 

出席報告 

 

会員 2５ 名 出席率 ８１．８２ ％ 

欠席 ７ 名 前回の修正出席率 ６５．２２ ％ 

（免除者  ３ 名） 前々回の修正出席率 ８３．３３ ％ 

ゲスト ４ 名 事前メークアップ ２ 名 

ビジター ０ 名    

 

ゲスト 湯河原町 地域政策課企画係 係長 木村修太 様 

湯河原町 地域政策課企画係 主事 駒谷啓太 様 

ガールスカウト神奈川県連盟第９団 長田由美 様 

ガールスカウト神奈川県連盟第９団 常盤惠子 様 

 

スマイルＢｏｘ 

 

室伏学君 

湯河原温泉旅館協同組合２期目の理事長と湯河原町防火安

全対策協議会会長に就任いたしました。 

青木義美君  人手も機械もなく、例会２度欠席すみません。 

西山敦君 

６月１日、フジテレビ「ノンストップ」で五所神社と楠が放映され

ました。 

石川浩子君 

結成３５年の熱海コンパニオン協会の商標が「熱海・湯河原コ

ンパニオン協会」に変わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 
 

室伏 学 

国際ロータリー 第 2780地区 

湯河原ロータリークラブ 週報 

ポール・ハリスフェロー 

櫻井武志君 

助成金授与 

ガールスカウト 

神奈川県連盟第９団 
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卓話 

湯河原町 地域政策課企画係 係長 木村 修太 様 

湯河原町 地域政策課企画係 主事 駒谷 啓太 様 

 

皆様こんにちは。本日は湯

河原四季彩のまち出前講座

として「SDGs～私たち一人

ひとりの行動が、未来につな

がる～」についてお話いたし

ます。 

 

1．MDGs から SDGs へ 

さっそくですが、「SDGs」と

は何の略語でしょうか。正解

は「Sustainable Development Goals」、持続可能な開発

目標の略語です。日本語の「ゴール」と英語の「Goals」は意

味合いが若干異なる点が少し難しいところです。この SDGs

ですが、その由来は「MDGs（ミレニアム開発目標）」に遡りま

す。1990 年代に開催された主要な国際会議や、サミットで採

択された国際開発目標を統合し、ひとつの共通の枠組みとし

てまとめたものが MDGs（ミレニアム開発目標）です。MDGs

は開発途上国の貧困削減を掲げ、8つの目標、21のターゲッ

ト、60の指標が設定された国際目標です。MDGsのほとんど

の目標は 1990 年を基準年、2015 年を達成期限としていま

した。実際に MDGs はその取り組みによって、極度の貧困状

態にある人口割合を半減させるなどの大きな前進を見せ、世

界の多くの人々の目を、開発途上国が抱える課題に向けるこ

とに貢献しました。そして 2015 年、それまでの MDGs に代

わる目標として、国連にて 2030 年までの新たな開発目標と

なる「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されました。 

 

2．SDGs の 3 つの要点 

SDGsの要点として、ここでは 3つを挙げたいと思います。 

① 世界が共通して取り組む目標 

SDGs は、２０１５年９月にニューヨークの国連本部で開催さ

れた「国連持続可能な開発サミット」にて採択された、世界共

通の目標です。SDGs は国連加盟国１９３カ国の全会一致で

採択され、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂

性のある社会を目指しています。そのため、開発途上国や先

進国といった区別なく、すべての国で協力して取り組むもので

す。しかし国や地域が異なれば、直面する課題も異なり、社会

状況が異なれば、取り組む課題の優先順位も異なります。 

② 「ゴール・ターゲット・指標」で構成 

SDGs と聞いて、カラフルなアイコンを思い浮かべる方も多

いのではないでしょうか。そのアイコンで示されているように、

SDGs は「貧困をなくそう（ゴール 1）」や「飢餓をゼロに（ゴー

ル 2）」といった 17 のゴールが設定されています。これらのゴ

ールは非常に抽象的な印象がありますが、より具体的に示し

た 169のターゲットも設定されています。ターゲットには、目標

年限や対象、そして実施手段などが示されており、どういった

ことに取り組めばゴールを達成できるのか、ある程度明確にイ

メージすることができます。 

③ 達成期限は 2030 年 

SDGs は、2016 年から 2030 年までの 15 年間を対象と

しています。つまり、2030年には 17のゴールで示された理想

の姿を実現させなければなりません。しかし現時点（2022 年

6 月）で、SDGs の対象期間の半分が過ぎました。2020 年 3

月に朝日新聞が東京・神奈川を対象に行った調査によると、

SDGs の認知度は 32.9％となっていますが、SDGs は 3 割

程度の国民だけで取り組んで達成できるような性質のもので

はなく、認知度も含めて道半ばといえます。 

 

3．SDGs17 のゴール 

SDGs17 のゴールは大きく３つ（ゴール１～ゴール６：途上

国の基礎的な目標、ゴール７～ゴール１２：先進国や企業の課

題、ゴール１３～ゴール１７：地球規模のグローバルな課題）に

分類できます。詳しくはお配りした資料をご確認ください。なお

SDGs 制定後の世界的な出来事としてコロナ禍がありますが、

実際にコロナの影響によって、目標達成に負の影響が生じて

いるもの（例、ゴール１：貧困をなくそう→コロナ禍で貧困層が

増加、など）が見受けられるとのことです。ただし一部は経済

活動の減少による影響で、むしろ大きな前進をみた項目（例、

ゴール１３：気候変動に具体的な対策を→生産活動減少に伴

う温室効果ガスの減少）もあり、SDGs にとってコロナ禍がす

べて逆風であったと言い切れないことも付け加えておきます。 

 

4．SDGs の取り組み 

湯河原町における SDGs の取り組みとしては、湯河原に興

味を持たれた横浜市にある中学校が「SDGs ロゲイニングマ

ップの作成」による地域活性化を提案しています。また湯河原

町では町内の小中学生に 1人 1台のタブレット端末を配布し、

その通信料を町が負担するという施策をとっていますが、これ

は「ゴール 4：質の高い教育をみんなに」「ゴール 9：産業と技

術革新の基盤をつくろう」に資するものと考えられます。身近

なところに SDGs の活動やヒントは転がっており、私達はどう

いった活動が SDGs に貢献するか、注意深く観察しながら

日々の活動を続けていくことが重要と考えています。 

 

以上です。ご清聴ありがとうございました。 

（編集 ６月会報担当：常盤孝司／クラブ会報委員会） 


