
史の中で取り上げられることになるか、まだその

渦中で振り回されている現在の状況では見当もつ

きませんが、後世の日本人から「土俵際まで追い

詰められたが、なんとか踏ん張ってくれた」と感

謝のコメントをもらえるような大人の対応をして

みたいものです。

　　３月末をもちまして、広島西ロータリークラ

　ブを退会させていただくこととなりました。

　　2019年６月に岡野さん、梶本さんのご推薦に

　より歴史と伝統のある広島西ロータリークラブ

　に入会をさせていただき１年10ヵ月、親睦活動

　委員会一筋に活動をさせていただき、皆さんに

　は大変お世話になりありがとうございました。

　　昨年10月に定年を迎え、今月までは延長して

　いただいておりましたが、４月から関西勤務を

　命じられました。

　　本来であれば、例会に出席のうえ、ご挨拶を

　させていただくべきところではございますが、

　年度末の所用によりメールにてのご挨拶で失礼

　させていただきます。

　　末筆になりましたが、今後の広島西ロータリー

　クラブの益々のご発展と皆様及びご家族の皆様

　のご健勝を、心より祈念申し上げます。

　　　　　　　　　　「８割おじさん」で有名に

　　　　　　　　　なった西浦 博氏の「新型コロ

　　　　　　　　　ナからいのちを守れ！」を、

　　　　　　　　　少しでもエールが送れればと

　　　　　　　　　思い購入させていただきまし

　　　　　　　　　た。

　「８割」をめぐっては、西村経済財政再生相に

説明すると即座に「これはきついね」と抵抗され、

その後「内閣官房の誰か」が８割を７割に勝手に

変えた文章ができたが、専門家集団のリーダー的

な存在である尾身 茂先生が「最低７割、極力８割」

と押し戻してくれたとの裏話も披露されておりま

した。彼ら専門家集団が専門的知見を出し、その

上で「政策の判断をする」のが政治家の仕事のは

ずであるはずなのに、総理でさえ腹をくくって責

任を取ろうとせず「専門家に政策実施の判断をい

ただく」と言って、有識者会議に責任転嫁させて

いる様子を「これだけ我々が頑張っているのにわ

かってもらえない」というもどかしさとむなしさ

が伝わってくるような文章で語っておられます。

　西浦氏に殺害予告の脅迫状が届き、厚生労働省

と新橋のビジネスホテルの間を往復する間も警官

の護衛が付いたとのことです。専門家会議の尾身

先生は１人で自宅から外出することを止められて

いるとも記載されておりました。どうにもならな

い迷惑な輩はどの時代にも存在するものです。

　今回のパンデミックが、将来どのような形で歴
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　でということも考えられます。先の見えない中

　ではありますが、このように状況に合わせて柔

　軟な対応ができるということで、今年度留学を

　しようと決心いたしたました。また、パンデミッ

　クが勃発してから１年と半年近くになりますが、

　大学の方もこの間オンラインの学習環境の改善

　にかなり力を入れているのが見受けられますの

　で、授業の質も１年前と比べ向上しているので

　はないかと期待をしているところであります。

　　渡英が叶った暁には、広島西ロータリークラブ

　の一員として、また代表として、責任と思慮分

　別のある行動を心がけてまいりたいと思います。

　状況に応じて柔軟に対応ができるように、これ

　から一層留学の準備と勉学に邁進してまいりま

　す。皆様には、引き続きご支援のほどをよろし

　くお願い申し上げます。

　　４月22日の例会卓話を「同好会紹介」といた

　します。持ち時間は各２分30秒とし、会報用に

　350文字以内の原稿を提出してください。

　　ご多忙とは存じますがよろしくお願いいたし

　ます。

　【紹介順】

　　紫雀会→囲碁同好会→経済研究会→紫友会→

　　紫風会→紫釣会→野球（バイオレッツ）→紫

　　輪会→西陶会→軽音楽同好会→弥山クラブ

　

グローバル補助金奨学生　西村 大河さん挨拶

　　皆様、こんにちは。2021年度グローバル補

　助金奨学生の西村 大河です。ご無沙汰しており

　ます。

　　ただいま大植様にご紹介いただいたように、

　本日は、今年の10月にイギリスのバース大学へ

　の留学を決心したことをご報告に参りました。

　以前この場をお借りしてお話をさせていただい

　たのは、もう半年以上前になります。当時は、

　この１年間で何とか新型コロナウイルスの感染

　状況が落ち着き、難なく渡英できればいいなと

　いう淡い期待を胸に留学の延期を決めたわけで

　すが、なかなかどうしてうまくはいかないもの

　です。

　　しかしながら、イギリス全土の感染者数自体

　は減少傾向にあります。年末年始には、１日５〜

　６万人ともいわれていたのが、現在は１日5，000

　人程度と10分の１まで収まっております。私の

　留学先のバースという都市の感染者数は１週間

　に40人程度とまだ少し多いのですが、徐々に減

　少している傾向にありますので、少し安心して

　おります。しかし、いつまた状況が変わるか分

　からない状態です。

　　そのような感染のリスクがある状況で、留学

　を決心した大きな理由といたしましては、授業

　形態の多様化があげられます。もちろんバース

　で対面式の授業を受講するのが理想ではありま

　すが、状況に応じて、対面とオンラインのハイ

　ブリッド式を受講することもできるようです。

　渡英後に状況が悪くなれば寮からオンラインで

　受講もでき、最悪の場合、日本からオンライン
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本　日（3月25日・木曜日）

　会員数　89名　　出席者　69名

　欠席者　20名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 1名

　　　　　　　　　　 計　　70名

　4週前の例会（2020年12月10日・木曜日）

　　　　　出席率　100％

井下委員長出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告

ロータリー財団委員会

奥様お誕生日おめでとうございます。

（５名）
吉井君　　　　　　和子夫人

森信君　　　　　　信子夫人

藤田（明）君　　　　千春夫人

井原君　　　　　　裕子夫人

小宇羅君　　　　　裕子夫人

会員記念日

西村 大河さんと大植 君

プログラム・出席委員会　　井下委員長



　 加藤君

　 　３月23日の中国新聞に「春休み 和菓子を作

　 ろう」と題しまして御菓子所高木が紹介がされ

　 ました。

　 　新型コロナウイルス禍の中で２度目の春休み

　 を迎えた子供たちに自宅での時間を楽しんで

　 もらおうと和菓子作り体験キット「おてづくり

　 生菓子−桜」を発売したとありました。

　 新原君

　 　３月16日の中国新聞に、コロナ禍でバイク

　 脚光という記事があり、その中で沼田自動車学

　 校が紹介されました。

　 　コロナ禍でバイク人気が高まっている中、沼

　 田自動車学校では普通二輪免許入校者が前年同

　 期で100名多く、さらに３月は自動車免許の取

　 得を目指す受講生も多いため教習の時間割を

　 工夫し対応するとありました。

　 森信君

　 　本日３月25日の中国新聞に「職と共に増える

　 資料」と題しまして、森信建設の森信君の紹介

　 がありました。

　 　４月に創業130年を迎える４代目社長のモッ

　 トーは「誠実」とのことで、顧客が何を不便

　 に感じているか丁寧に聞けば自然と工事につな

　 がっていくとありました。

　　　　　　　　　　　　　国際社会奉仕委員会

　　　　　　　　　　　委員長　吉　井　浩　之

国際奉仕部門クラブフォーラムの開催

　新型コロナウイルスによる未曽有の不安と危機

に瀕している世界において、現況から速やかに踏

み出すためにも、国際社会の協力・団結がより一層

求められています。この観点の重要課題である「平

和や紛争解決」への意識高揚および国際奉仕活動

の活性化を図ることを目的にクラブフォーラムを

開催いたします。

　最初は、国連ユニタール広島事務所所長の隈元

美穂子氏による卓話で、テーマは「コロナとSDGs-

国連の視点」です。SDGsは「言葉としては知っ

ているが、理解が不十分であった」ところを分か

りやすく、かつ一人ひとりの行動に結びつくよう、

ご講演をしていただきます。

　【プロフィール】

　　米国ウエストバージニア大学心理学部卒業。

　　米国コロンビア大学にて国際公共政策修士号

　　取得。

　　20年近くに及ぶ国際連合勤務。その間、国連

　　開発計画（UNDP）ニューヨーク本部、ベト

　　ナム事務所、サモア太平洋地域事務所、イン

　　ドネシア事務所にて活動。

　　2014年より国連ユニタール（国連訓練調査

　　研究所）広島事務所長。

　　2019年７月から持続可能な繁栄局長兼広島

　　事務所長。

　　気候変動適応を含む環境問題、防災、ジェン

　　ダー、平和構築などの分野において、アフリ

　　カ、中東、アジア、太平洋諸国を支援。

　　国連以外に九州電力企画部に６年間勤務。
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2月決算月おめでとうございます。

（８名）

村上（健）君　　　 ㈱中和商会

吉田（浩）君　　　 ㈱セルモ

垣見君　　　　 　  SeeBlock㈱

村上（智）君　　　 ㈱フジセンイ

香川（基）君　　　 ㈱福屋

古屋君　　　　  　 ㈱ホロン・㈲エス・ティ・ケイ

諏訪（昭浩）君　　㈲諏訪

諏訪（昭登）君　　㈲諏訪

スマイルボックス S A A  隅田委員長

国際奉仕部門クラブフォーラム国際奉仕部門クラブフォーラム

「コロナと
  SDGs- 国連の視点」
国連訓練調査研究所（ユニタール）
　持続可能な繁栄局長 兼 広島事務所長

　　　　隈 元  美穂子 氏



　卓話の後で、今回は新型コロナウイルス感染防

止のため、ディスカッションに替え、参加者によ

る「国際平和とSDGsに関するアンケート」を実

施いたしました。アンケート調査の集計結果は以

下のとおりです。

　これから、広島西ロータリークラブや会員が「国

際奉仕や国際平和」にどのように関わっていくべ

きかなど、今後の活動に役立てばと思っておりま

す。

　ご協力に感謝いたします。ありがとうございま

した。

　Q１. 日本は平和だと思いますか。

　　　そう思う　　　　　　　　　50.0％

　　　やや思う　　　　　　　　　37.5％

　　　あまり思わない　　　　　　12.5％

　Q２. 世界は平和だと思いますか。

　　　やや思う　　　　　　　　　10.4％

　　　あまり思わない　　　　　　39.6％

　　　全く思わない　　　　　　　47.9％

　　　分からない　　　　　　　　  2.1％

　Q３. 2030年、世界は今より平和になっている

　　と思いますか。

　　　そう思う　　　　　　　　　  4.2％

　　　やや思う　　　　　　　　　12.5％

　　　あまり思わない　　　　　　58.3％

　　　全く思わない　　　　　　　18.8％

　　　分からない　　　　　　　　  6.3％

　Q４. SDGsが何の略称（頭文字）かを知ってい

　　ますか。

　　　知っている　　　　　　　　72.3％

　　　知らない　　　　　　　　　27.7％

　Q５. SDGsについて、どの程度知っていますか。

　　　17ゴール全てを知っている　　　16.3％

　　　幾つかのゴールは知っている　　 30.6％

　　　個別のゴールは知らないが、目指す

　　　ものは知っている　　　　 　　　32.7％

　　　言葉やロゴ等を知っている　　　18.4％

　　　知らない　　　　　　　　　　　  2.0％

　Q６. 広島県が「SDGs未来都市」に選択された

　　ことをご存じでしたか。

　　　知っていた　　　　　　　　21.3％

　　　知らなかった　　　　　　　78.7％
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アンケート集計結果



　Q７. 国際平和とSDGsには、関連性があると思

　　われますか。

　　　強く思う　　　　　　　　　42.6％

　　　やや思う　　　　　　　　　48.9％

　　　あまり思わない　　　　　　  4.3％

　　　分からない　　　　　　　  　4.3％

　Q８. ご自身が最も関わっている組織において、

　　経営計画等にSDGsを取り入れていますか。

　　　取り入れている　　　　　　29.2％

　　　取り入れていない　　　　　70.8％

　Q９. 「Q８」で取り入れている方のみ、具体的

　　な数値目標がありますか。

　　　数値目標がある　　　　　　25.0％

　　　数値目標がない　　　　　　75.0％

　Q10. 「Q８」で取り入れていない方のみ、今後、

　　取り入れますか。

　　　是非とも取り入れたい　　  　7.1％

　　　検討を行いたい　　　　　　71.4％

　　　あまり思わない　　　　　　14.3％

　　　分からない　　　　　　　  　7.1％

　Q11. 17ゴールの内、重要だと思われる番号を３

　　つ選んでください。（回答の多いもの５つを表

　　示しています）

　　　⑬ 気候変動に具体的な対策を　　16.2％

　　　⑯ 平和と公正をすべての人に　　16.2％

　　　① 貧困をなくそう　　　　　　　13.2％

　　　⑦ エネルギーをみんなに、そして

　　　　 クリーンに　　　　　　　　　10.3％

　　　④ 質の高い教育をみんなに　　　  8.1％

　Q12. 17ゴールの内、自社等で実施可能な番号を

　　３つ選んでください。（回答の多いもの７つを

　　表示しています）

　　　⑤ ジェンダー平等を実現しよう　14.9％

　　　③ すべての人に健康と福祉を　　  9.6％

　　　⑧ 働きがいも経済成長も　　　　  9.6％

　　　⑫ つくる責任　つかう責任　　　  9.6％

　　　④ 質の高い教育をみんなに　　　  7.9％

　　　⑦ エネルギーをみんなに、そして

 　　　　クリーンに　　　　　　　　　  7.9％

　　　⑪ 住み続けられるまちづくりを　  7.9％

　Q13. 取り組む上で最大の課題を、次の選択肢か

　　ら１つ選んでください。

　　　何から始めてよいのかが分からない　20.0％

　　　具体的な目標設定等が分からない　20.0％

　　　社会的な認知がされていない　　 15.0％

　　　行政の関与や支援策が不十分　　 15.0％

　　　特に課題はない　　　　　　　　 15.0％

　　　取り組むメリットがない、まだ

　　　分からない　　　　　　　　　　　5.0％

　　　その他　　　　　　　　　　　　　5.0％

　　　資金負担が発生する　　　　　　　2.5％

　　　人員が不足する　　　　　　　　　2.5％

　Q14.（一社）国連ユニタール協会の活動の一つ

　　に「SDGsと教育」があり、SDGsをテーマと

　　したワークショップ等を実施しています。

　　こうした活動に対するイメージを次の中から

　　近いものを選んでください。

　　　広島西ロータリークラブを介しての

　　　教育活動を望んでいる　　　　　 36.7％

　　　社員等に自発的に意識向上を図るよ

         う、研修等に参加するよう勧めたい　           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22.4％

　　　国連ユニタール協会の活動に協力し

         たい　　　　　　　　　　　　　 16.3％

　　　社員等の意識向上策として、研修等

　　　に参加させたい　　　　　　　　 10.2％

　　　特に今、必要性を感じていない　　6.1％

　　　自社等の組織で研修等を実施したい　4.1％

　　　国連ユニタール協会の活動に協力し

　　　たいが、経済的負担は避けたい　　4.1％
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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？

例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　浜田　　広

幹　事　原　　　敬

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会
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