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会 長 挨 拶
会長 福田 和子
皆様こんにちは！お忙
しいところ、例会に出席
してくださり有難う御座
います。
早朝から応援した方も
多かったと思います、最
終日を迎えた今年のマス
ターズ。松山英樹、二連
覇ならず残念でした。来
年に期待ですね！
このところ暖かい日が
続きます。今日あたり、このあたりでは桜の花
も満開を過ぎ、桜前線は北へと移動中です。皆
様、花見に行かれましたか。私は、先週、桜満
開の中、大宮でゴルフを楽しんできました。そ
の時、３人の大宮西 RC のロータリアンを見かけ
ました。「例会も桜の下でやったら多くの出席者
が来るのに」と助言をいただきました。
さて私のゴルフプレーも順調に進み、ボール
はグリーンにのりました。
「やったー」と急ぎ足
でグリーンに駆け上がると、ピンから約 15 歩の
ところで止まっていました。ボールの転がるラ
インは、全て桜の花びらで埋め尽くされていま
した。しっかり打ちましたが、10cm 手前で右に
曲がり、残念。そしてカップイン！ 空を見上げ
ると、多くの桜の花びらが太陽の光に照らさ
れ、キラキラと風に舞っていました。まるで別
世界のようで、素晴らしい季節にゴルフが出来
る幸せを感じました。ただ、この平和な世界に
いる自分と、相反する悲惨なウクライナのこと
を考えると、有頂天にはなれません。
ウクライナへの人道支援寄付金は、先週もお
声かけしましたところ、76,000 円になりました。
ご協力有難う御座います。４月 15 日（金）に地
区へ送ります。支援の方法やレベルは様々です
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が、どんなにささやかな寄付も価値がありま
す。これで避難民の命が救われる可能性があり
ます。寄付は、この例会終了まで受け付けてお
ります。事務局までお知らせください。
そして本日は、環境問題といった SDGs に関し
てお話をいただきます。これを推進し、身の回
りの環境が変化することにより、これからの地
球がどうなるのか。どんな方法をとればどんな
効果があらわれるのか。皆さんと知識を深めた
いと思います。 宜しくお願いします。
これにて会長挨拶といたします。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
荒井 理人 会員

お客様紹介・米山記念奨学生紹介
■二幸産業株式会社 SDGs 推進部
部長 渡部 篤 様、プラド 聖子 様
■2022 学年度 米山記念奨学生
グェンティガンさん

（ご紹介：副会長
新井 清太 ）

幹 事 報 告
幹事 押野 一郎
①松本輝夫ガバナーのメッセージが聞ける、
YouTube「未来の扉 まっチャンネル」、次回の例
会からは食事中に会場で流します。皆さん、ご覧
ください。

奉仕に行動を
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E-mail：west@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

②埼玉県より「
“緑の募金”運動
の実施について」というお願い
が来ています。緑を愛する心を
育むとともに、森林を守るため
に寄付という形でできるボラン
ティア活動です。ご協力いただ
けるかたは、SAA まで。緑の羽
を用意してあります。

米山記念奨学金支給及び近況報告
■米山記念奨学委員会 委員長 星野 良江
４月から４年生に進級、おめ
でとうございます。今、就活
中とのことなので、皆さん、
アドバイスがあればぜひ。
■2022 学年度米山記念奨学生
グェンティガンさん
ライラ研修に参加しました。他己紹介
をし、聞く力を高めました。リーダー
シップにも聞く力が必要とのこと。
新規の米山奨学生が入り、先輩となり
ます。研修で学んだことを生かせたら
と思います。がんばります。

お 見 舞 い
■高橋 真貴子 会員

委 員 長 報 告
■幹事エレクト 榎本 貞寿
４/15（金）地区研修協議会が行われ
ます。クラブ役員の 11 名、出向され
ている地区役員のかた、ご出席お願
いします。会場で名札をお渡ししま
す。
■プログラム委員会 委員長
高橋 真貴子
５/16（月）の例会には、元シェ
イプ UP ガールズの中島史恵さん
をお呼びし「美と健康・アンチエ
イジング」について卓話をいただ
きます。多数の皆様のご出席をお願いします。

卓

話

二幸ホールディングスグループの
SDGs 導入までの流れとポイント
二幸産業株式会社 SDGs 推進部
部長 渡部 篤 様

SDGｓとは
何をしたらいいのか？
よくわからない・最初は国や

大企業がやるものという印象
よく読んで個人レベルでも気を付けるものがある
と思えた
“社会”という側面で考える
若い世代より早く生まれた我々が、負の遺産を渡
さないためにどうしたらいいのか
二幸ホールディングスグループの概要
・設立 1961 年 11 月
・主な業務内容
ビルメンテナンス、介護サービス、ホテル運営、
浄化センター管理
・年商 14,085 百万円(2021 年 3 月期)
・従業員（グループ合計)
役員・正社員 887 名/パート社員 2,962 名
（2021 年 3 月現在)
・事業所所在地
東京・札幌・横浜・名古屋・大阪・福岡他

計画
国としては、2016 年から始まる・2030 年までに
・本格的になったのは…
広がったきっかけは、2020 年秋
菅首相の所信表明演説で「温室効果ガスの削減」
このあたりからマスコミが発信するように
・弊社は昨年から準備、
2024 年本格的スタート予定
2030 年までに残り８年しかない
導入までの流れ
・2020 年・
① ８月/社長より、次年度の経営計画書へ SDGs を
取り入れることが指示される
② ９月/“カードゲーム 2030SDGs”を体験する
面白かった
③ 12 月/“カードゲーム 2030SDGs”
公認ファシリテーター
（ゲームを主催できる資格）になる
・2021 年・
④２月/経営計画書（2021 年４月から２ヵ年）が承
認される
SDGs 準備期間/2021 年４月～2022 年３月
活動開始/2022 年４月～
⑤３月/第１回サステナビリティ委員会開催
（毎月開催・メンバーは執行役員、経営が中心）
⑥４月/第１回 SDGs プロジェクト開催
（毎月開催・各部門より 2 名、事務局含 37 名）
拠点ごとに勉強
⑦５月/グループ内でカードゲームを開催する
（コロナ禍でそれまでなかなかできなかった）
2022 年 3 月までで 184 名が参加
⑧12 月/事業部門別サステナビリティ目標の策定
会議 会社全体 ＋ 個別に
2022 年
⑨１月/グループサステナビリティ目標が決定
【地方創生も組み込む】
⑩３月/⑧の事業部門別の目標が決定
⑪４月/サステナビリティ（SDGs）活動開始

ポイント
① 頭・身体・心で伝える方法を探した
座学で SDGs について理解してもらう方法もある
が、デスクワークに慣れていない人には苦行？
→ 楽しみながら身体も使う
“カードゲーム 2030SDGs”を使用
② キーマンを作った
拠点ごとに理解してくれる人
→ ８ヶ月間に８回(計 16 時間)の座学研修の受講と
計 24 時間程度の宿題 → キーマンを育成した
→ 12 月から開始した事業部門別目標の策定の中
心メンバーに
③ 経営が管理する仕組みを設置した
経営の高い視野からのトップダウンがよいのでは
④ 目標設定の考え方…厄介でした
→ ・全社員が参加できる「周知啓蒙」を目的に
した目標
・非財務報告書へ掲載するもの
・ビジネスとして伸ばしていきたいもの
といった目標は
・経営・幹部社員を中心に、
・一部の社員が取り組みをスタートする
と分けて設定して構わない

質疑応答
・SAA 小林 又二郎
「17 の目標のうち、どれを」
会社全体で掲げた目標 … 女性の社
会進出、温室効果ガスの削減、有害
物質排出をゼロに
・藤池 誠治 会員（ご意見）
「まずバッジを着け、関心を持ち、
アピールしませんか。
17 項目の中でどれが自社に合うか
どうか、まず、考えましょう」

ご挨拶
■環境問題意識向上委員会
委員長 緒方 学
次年度も委員長として、環境
問題に携わります。
大宮西 RC として「緑」
「生体
系」を考え、地域社会に貢献し
ていきたいので、皆様のご協
力をよろしくお願いします。

【ご報告】ウクライナへの人道支援募金
集まりました 79,000 円を、地区を通して国連
難民高等弁務官事務所（UNHCR）に寄付いた
しましたので、ご報告いたします。
ご協力ありがとうございました。

最後に、SDGs とは
ビジネスで社会課題・環境課題を解決すること
（CSR とは違う。ボランティアではない、ビジネ
スとして）
① 社会・環境課題を見える化
→ 課題を解決する新規ビジネスを見つけよう
協業で新分野・新技術を作り出そう
② 今までの延長線上にない方法で
→ 新規ビジネスや協業は、経営トップにしかで
きない
→ SDGs の主役は、担当部門や従業員ではなく
「経営者」
経営者の強い思い
→ 今の支出は費用でなく投資に
将来的に利益が生まれるストーリーが必要
収益化は中長期になる覚悟も必要

