
                                 

地域奉仕・環境事業 SDGｓに思う

地域奉仕・環境事業主査 谷 正一

(大阪西クラブ)

中西部では かねてより地域奉仕や環境事業 に関心を持ち 継続性のある SDGｓの目標 14 番 、

15番 について 取り組んでまいりました。 14番の開発目標は 海の豊かさを守ろう また 15番は

陸の 豊かさも守ろう さらに 付随的に ついてくる 13番の気候変動にも具体的な対策をとされて

います。 私は専門家ではありませんが 例えば 高さが 100m 近い 建物が できると ビル風が吹き

さまざまな 被害が出ますそれぐらい 環境は 傷つきやすいのかもしれません。 2019 年の 21 号

台風では その植林事業時の戦後復興の名の下で、経済性木材として杉などの単一樹林をいたると

ころに作った結果山が荒れ表土が流され、高槻市では無残な結果となりました。 近年、このよう

な方式は国でも見直されており 自然に近い樹種混合林 なども造られてきました。中西部が取り

組んでいるのは 本当にハチドリのひとしずく かもしれませんが 高槻の山に 雑木といわれる多

くの種類の広葉樹（ヤマザクラ、とち、栗、くるみ、シデ、楢、こぶし、こなら等）を毎年５０

０本近く大阪府木材連合会が行っている「ウナギの森」植樹事業に参加し植樹の意義を追い求め

ているのです。ネーミングは大阪人にとってわかりやすく取り組みやすいと思います。

ぜひご理解の上、中西部事業にご協力をお願申し上げます。

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」

1．貧困をなくそう:あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

2．飢餓をゼロ:飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

3．すべての人に健康と福祉を：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

4．質の高い教育をみんなに：すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

5．ジェンダー平等を実現しよう：ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

6．安全な水とトイレを世界中に：すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

7．エネルギーをみんなに そしてクリーンに：すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

8．働きがいも経済成長も：すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう：強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る

10．人や国の不平等をなくそう：国内および国家間の格差を是正する

11．住み続けられるまちづくりを：都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

12．つくる責任 つかう責任：持続可能な消費と生産のパターンを確保する

13．気候変動に具体的な対策を：気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

14．海の豊かさを守ろう：海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

15．陸の豊かさも守ろう：陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化

の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

16．平和と公正をすべての人に：持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとと

もに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

17．パートナーシップで目標を達成しよう：持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
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大阪クラブ〖 会長：植野 正弘 〗

例会情報

開催日時：９月１４日（火）１８：３０～２０：００

開催場所：大阪ＹＭＣＡ １０１号室

登 録 費：無料 食事なし

内 容：ジェンダーイシューをＳＤＧｓとの関連性からお話されます。

講演講師： 熱田典子氏（公益社団法人アジア協会アジア友の会 副事務局長）

＊ＺＯＯＭ参加希望の方は 前日までにお知らせください

参加申込連絡先 北村知三（ クラブ書記 ）

     メールアドレス： tomkit@t.zaq.jp                    

電 話： 0797-89-0827    （携帯：090-^9287-5624）

        ＦＡＸ： 0797-89-0827               

ＣＳ事業（ホームレス支援）のいこいの家の継続ご支援をお願いいたします。

   「釜ヶ崎いこいの家」 〒557－0004 大阪市西成区萩之茶屋２－５－２３

大阪土佐堀クラブ〖 会長：丹吾 礼 〗

例会情報

開催日時：2021 年 9 月 21 日 19：00～20：30           

開催場所： Zoom での開催

登 録 費： 0 円           

内 容：メンバースピーチ 岩田 晋ワイズ

“古代近江と渡来人の故郷に思いをはせて”

   Zoom での開催です。申し込まれた方には、Zoom についてのメールを送ります。

   準備の都合もありますので、申込は早い目でお願いいたします。                                    

参加申込連絡先 福島 眞一（ クラブ書記 ）

   メールアドレス：tora-shin@bcb.bai.ne.jp                                 

電 話：06-6491-4117  （携帯：090-8755-2614 ）

大阪高槻クラブ〖 会長：森本 榮三 〗

例会情報

２０２１年９月８日（水）

緊急事態宣言延長受けて開催中止とします

   メールアドレス：  fwpf2962@nifty.com           

電 話：０７２－６８１－５３７５ 携帯：０９０－３２８２－８２６３

      ＦＡＸ：０７２－６８１－５３８２



大阪センテニアルクラブ〖 会長：中村 茂高 〗

例会情報 《大阪西クラブ合同例会》

開催日時：2021 年９月１９日（日） 14時～16時                  

開催場所： 大阪 YMCA 会館 10階 101 号室                 

登 録 費： 無料          

内 容：「子どもセンター活動報告」NPO法人西淀川子どもセンター代表西川奈央人氏                                    

「誰一人取り残さない、社会支援」一般社団法人 こもれび ＳＳＷ 菅野幸里氏

参加申込連絡先 大村 肇（ クラブ書記 ）

   メールアドレス： tombo1123@nifty.com                                

電 話：06-6411-6422（携帯：090-8378-5357）

大阪西クラブ〖 会長：湯浅 禎也 〗

例会情報 《大阪センテニアルクラブ合同例会》

開催日時：2021 年９月１９日（日） 14時～16時                  

開催場所： 大阪 YMCA 会館 10階 101 号室                 

登 録 費： 無料          

内 容：「子どもセンター活動報告」NPO法人西淀川子どもセンター代表西川奈央人氏                                    

「誰一人取り残さない、社会支援」一般社団法人 こもれび ＳＳＷ 菅野幸里氏

参加申込連絡先氏名（役職）   谷 正一 （書記）   

   メールアドレス：e-wood@gol.com                              

電 話：06－6532－3789 （携帯：090－3719－3878）

      ＦＡＸ：06－6532－3789

大阪茨木クラブ〖 会長：野田 将弘 〗

例会情報

開催日時： 9 月 14 日(火) 19：00～21：00    

開催場所： 茨木市市民総合センター(クリエイトセンター) 202 号室

登録費：  無料（会食なしのため）

内  容： 写真を用いたメンバースピーチ

例会参加者には写真を 1～2 枚事前にメールでご提出いただき、その写真をプロジェクター

で写した(2 枚の場合は一まとめで表示)状態で 3 分間自己紹介いただきます

【注意】予定日に緊急事態宣言が発令中となった場合は例会を中止いたします

参加申込連絡先 野田 将弘（会長）   

   メールアドレス：masahiro-forys@settsu-stamp.com  

電 話： 072-631-1334 （携帯：090-4037-6001 ）

      ＦＡＸ： 072-631-1336         



大阪なかのしまクラブ〖 会長：保田 圭子 〗

例会情報

開催日時： 9月 11 日 14:00〜 16:00

開催場所： 大阪ＹＭＣＡ 102,103 号室 及び Zoom     

（場合によっては Zoom だけになるかもしれません）

登 録 費： な し

内 容：卓話「ミャンマーの片隅で」 宅話者 小森仁美さん                                 

（Zoom ご参加の方には，参加申し込み頂いた後，こちらからミーティング ID 

パスコードなど個々にお知らせします）                                     

参加申込連絡先氏名（役職） 和田 早苗 （ クラブ書記 ）

   メールアドレス：wadalaura@yahoo.co.jp

電 話：  (携帯：090-1489-9931)

      ＦＡＸ：06-6854-2682       

『中西部部長便り』            部長  牟 大盛

8 月に入り、梅雨末期を思わせる線状降水帯により西日本を中心に土砂崩れや水害が重なる一方、

コロナ禍は新種の『デルタ株』が猛威を振るっており、緊急事態宣言の発出や延期は不可避的な状況であ

ります。オリンピック・パラリンピックをいわゆるバブル開催としても、やはり人々の高揚感が人流の抑

制どころか、増大につながっているのは皮肉なこととしか言えません。

大雨の中、徳島阿南海洋センターで『SDGｓリーダーキャンプ』に参加し、地球酸素の 6割を供給する

海洋の保護（マイクロプラスチック問題等）活動に ESD（Education for Sustainable Development）の

推進 、つまり学校教育における海洋環境保護教育が SDGｓの成否にかかっていると学びました。

（これは、皆様に配信しました 8月 14 日朝日新聞朝刊記事に載りました。）

一方、中西部では、10月 16 日にメネットアワーと部会の開催を予定していますが、万一その日が

緊急事態宣言発出と重なる場合、中止とせざるを得ないとの、キャビネットの判断です。しかし、その

場合でも、生活困窮留学生への支援は継続すべきと考えますので、皆様のご理解とご支援をお願い申し上

げます。また、大阪土佐堀クラブの奥田時夫ワイズがご逝去されました。中西部一同でのご弔電をご遺族

へ打たせていただきました。土佐堀クラブとご遺族の上に神様のお慰めがあらんことをお祈りいたします。


