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前回の例会 

 2021年 7月 16日(金)第 1919回 

卓 話 「 SDGsと堺市の取組について 」 

卓話者 堺市 市長公室 政策企画部  

      SDGs推進担当 羽田 貴史 様 

紹介者  塩見 守 会員 

今週の歌 「日も風も星も」「堺北ＲＣの歌」   

     「浜辺の歌」 

お客様の紹介 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

2021年 7月 30日第 1919号 

 

  2021年 7月 30日(金)第 1920回 

卓 話  「 都市鉱山発掘隊の現状 」 

卓話者 社会福祉法人 美原の郷福祉会 障がい福祉サービス事業  

     ワークセンターつつじ 

       代表  川田 康弘 様 

紹介者  鶴 啓之 会員 

今週の歌 「奉仕の理想」 

     「あざみの歌」   

お客様の紹介・出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガルRC） 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 豊岡 敬 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/toyooka/  

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：白木敦司 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

 2021年 8月 6日(金)第 1921回 

卓 話  「 会員増強月間フォーラム 」 

卓話者   会員増強委員長 嶽盛 和三 

本日の例会 

 

時間 

 

＜7月16日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            23名 
欠席会員               8名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

今週の歌「あざみの歌」 

 

  山には山の 愁いあり 

  海には海の 悲しみや 

  ましてこころの 花ぞのに 

  咲しあざみの 花ならば 
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  「 SDGsと堺市の取組について 」 

        堺市 市長公室 政策企画部  

 SDGs推進担当 羽田 貴史 様 

 

○ 去年の年末から今年度に

入って、TVや新聞等のマス

コミで「SDGs」が取り上げ

られる機会が増えている。 

○ SDGsとは、

「Sustainable Development  

 Goals」（持続可能な開発目

標）の略である。 

○ 2015年 9月に、国連において採択された世界  

 共通の目標であり、17のゴールと 169のターゲ 

 ットで構成されている。 

○ 17のゴールは、社会、経済、環境の 3側面か 

 ら世界が直面する課題を網羅的に明示してい 

 る。 

○ この 3側面をどれか一つではなく、統合的に 

 解決しながら持続可能な社会の実現をめざして 

 いく。 

○ 特徴としては、どこか一部の国や地域という 

 ことではなく、すべての国が取り組むべき普遍 

 的な目標である。 

○ SDGsの達成に向けては、国連が、2030年ま 

 でを SDGs達成の取組の拡大・加速に向けた

『行動の 10年』として位置づけている。 

○ 続いて SDGsの認知度ですが、朝日新聞社の 

 調査によると、昨年の年末くらいから急激に向 

 上している。 

○ 昨年 12月の調査で、初めて「聞いたことが 

 ある」が「聞いたことがない」を逆転した。 

○ 次は、堺市内の事業者アンケートの結果です 

 が、SDGsの意味及び重要性を理解し、取り組ん 

 でいる企業は約 8％。 

○ 言葉は知っていて意味もしくは重要性を理解 

 できるが取り組んでいないが、約 32％、意味も 

 しくは重要性を理解し取り組みたいと思ってい 

 るが、約 19％の合わせて約 50％となってい 

 る。 

○ 取組んでいない事業者の理由については、 

 「取り組むノウハウがない」「メリットが不明 

 確」「SDGs自体の認知度が低い」が、それぞれ 

 約 3割となっている。 

○ これらの結果を背景に、本市では SDGsの周 

 知啓発に努めている。 

○「SDGs未来都市・堺」の公式ピンバッチの作 

 成・販売や市役所本館のエントランスでのタペ 

 ストリーの掲出、各種パネル展でのノボリの掲 

 示などを行っている。 

 

 

 

 

 

卓  話 

堺市役所本館エントランスでのタペストリー掲出 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 今年 5月下旬に、本市における SDGs推進の 

 エンジンとなる「さかいSDGs推進プラットフ 

 ォーム」を設立した。 

○ これは関西政令市初の取組である。 

○ 「さかい SDGs推進プラットフォーム」と 

 は、中小企業をはじめとするさまざまな企業や 

 団体、教育機関など幅広い主体に参画いただ 

 き、会員同士がつながりながら SDGs に取り組 

 み、地域課 題の解決に向けた活動を行うネッ 

 トワーク基盤である。 

○ 具体的には、プラットフォームに参加する 

 と、SDGs に関する情報や他の会員の取り組 

 み、イベントなどについて知ることができる。 

○ また、SDGs に関する各会員の取り組みを市 

 ホームページに掲載している。 

○ プラットフォーム会員については、5月 26日 

 の設立後、1か月半で 180団体に参加いただい 

 ている。 

○ 業種についても、特定の業種に偏ることな 

 く、幅広い業種の事業者に参加いただいてい 

 る。 

○ 各会員の具体的な SDGsの取組としては、示 

 しているとおり多種多様な取組となっている。 

○ ただ SDGsの概念から新たな取組を始めたと 

 いう会員もあるが、多くは以前からそれぞれの 

 企業様が大切にしてこられた取組も多い。 

○ SDGsのゴールは、1から 17まであるので、 

 多くの企業では何らかのSDGsの取組を既に実 

 施されていると思う。 

○ 新たに SDGsの取組を行うのもよいが、既に 

 行われている取組を SDGsとして意識していた 

 だければと思う。 

○ プラットフォームの今後の取組としては、メ 

 ルマガを本日、発刊した。 

○ メルマガでは、会員の取組情報以外に、「こ 

 んなことできるよ」とか「こんなこと困ってま 

 す」ということも募集し、事務局でマッチング 

 できたらと考えている。 

○ コロナ後になるが、会員同士の繋がりづくり 

 やビジネスマッチングのための会員交流会や 

 SDGsセミナーの開催も実施していきたい。 

○ また、会員の SDGsの取組の情報発信の場と 

 しての「さかい SDGs展」の開催も検討してい 

 る。 

○ このような形でプラットフォームの取組を活 

 性化させていきたいと考えているので、ぜひ会 

 員申請をお願いしたい。 

○ また、SDGsについては、ワンストップで対応 

 するための専用ダイヤルも設けているので、気 

 軽にお問合せいただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「SDGs未来都市・堺」の公式ピンバッチ 

←申請はこちら 

 

さかいSDGs 

 推進プラットフォーム 
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会長 中川 澄 

 

 強制執行の話の続きです。今回

は、相手の財産がどこにあるかわ

からない場合、どうやって調査す

るかについてお話します。 

 平成１５年の民事執行法改正

の際、新たにできた制度に、財産

開示手続の制度があります。財産開示制度とは、

債権者が債務者の財産に関する情報を取得する

ために、債権者の申立てにより、裁判所が債務者

（開示義務者）を呼び出し、財産状況を陳述させ

る手続きです。この制度が利用できるのは、金銭

債権について強制執行をするのに必要とされる

債務名義を持っている方、すなわち、裁判をして

勝訴判決が確定したり、和解をしたりした方など

で、単に借用証を持っているだけでは利用できま

せん。 

この制度を利用するための要件はかなり厳しく

設定されており、強制執行をしたが失敗した、あ

るいは、債権者が通常行うべき調査をしても強制

執行できそうな財産が見つからないことが必要

です。また、財産開示手続が実施された日から 3

年以内は、原則としてこの手続の再実施はされな

いこととされています。 

裁判所が財産開示を命じても、債務者に無視され

ればどうにもならず、これまで、申立がされても

３件に１件程度しか財産開示がされていなかっ

たようです。これまでも、一応、裁判所の命令を

無視した場合の制裁は規定されていましたが、令

和２年の法改正により罰則が強化されました。 

 一定の要件を満たす債権者は、債務者がどこに

不動産を所有しているのか裁判所に申立をして

情報を得る、不動産に関する情報取得手続が利用

できます。令和３年５月１日から使えるようにな

った制度です。この制度を利用するにも、強制執

行をしたが失敗した、あるいは、債権者が通常行

うべき調査をしても強制執行できそうな財産が

見つからないことが必要です。そして、先に財産

開示手続をしたことも要件とされています。また、

不動産に関する情報取得手続の申立てをすると

きには、申立人は、情報の提供を命じられた登記

所が検索すべき債務者が所有権の登記名義人で

ある土地等の所在地の範囲を明らかにする必要

があります。 

 ごく限定された場合に限りますが、債務者の給

料を差し押さえるため、債務者がどこから給料を

もらっているか調べる給与債権に関する情報取

得手続という制度もあります。裁判所に申し立て

て、市町村や日本年金機構などに照会をかけても

らいます。この制度が利用できるのは、債務名義

の対象となっている請求権が、①養育費等の扶養

義務等に係る請求権、及び、②人の生命・身体の

侵害にかかる損害賠償請求権に限られます。 

この制度を利用するにも、強制執行をしたが失敗

した、あるいは、債権者が通常行うべき調査をし

ても強制執行できそうな財産が見つからないこ

とが必要です。先に財産開示手続をしたことも要

件とされています。 

 債務者の預貯金を差し押さえるため、債務者が

どこの金融機関に預貯金を有しているのか調べ

る、預貯金債権に関する情報取得手続という制度

もあります。裁判所に申し立てて、裁判所から銀

行等の金融機関に照会をかけてもらいます。 

但し、預貯金債権に関する情報取得手続の申立て

をする際には、情報の提供をすべき銀行等を具体

的に選択する必要があります。全ての銀行等のあ

らゆる預貯金債権に関する情報を集約している

機関は存在しないからです。 

強制執行をしたが失敗した、あるいは、債権者が

通常行うべき調査をしても強制執行できそうな

財産が見つからないことが必要です。 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

   「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

             社会奉仕委員長 中田 学 

 

 7月度「ダメ ゼッタイ」募金を行

いました。 

募金金額は、１２，５００円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

会長の時間 

 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 
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親睦活動委員会 

「ビア・パーティーのご案内」 

2021-2022年度親睦活動委員長 木畑 清 

 

 2021-22年度最初の親睦活動委員

会事業であります、ビア・パーティ

ーをコロナの影響で 1ヶ月遅れとな

りましたが、下記の通り開催いたし

ますのでご案内申し上げます。 

どうぞご家族ともどもお誘いあわせの上ご参加下

さいますようお願い申し上げます。 

           記 

日 時 ： ２０２１年８月２８日（土）  

   受付 午後4時30分 開会 午後5時00分 

場 所 ： 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１ 

      （あべのハルカス内） 

      大阪マリオット都ホテル 19階  

      『ライブキッチン COOKA（クーカ）』 

参加者 ： 会員・ご家族・ファミリー会員 

登録料 ： 会員・フアミリー会員 7.000円 

      ご家族 5.000円 

    （中学生 4,000円）小学生以下 無料 

＊出欠は8月20日（金）例会時までにお返事下さ

い。尚、8月27日（金）の例会を上記へ変更いた

します。 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友・7月号の紹介」 

                     広報委員長  池田 茂雄 

 

「左開き」 

（1）「ロータリーの心を紡ぐ」（５ペ

ージ） 

毎年、7月号のトップページは代表理

事のお言葉ですが、今年も一般社団

法人ロータリーの友 代表理事 鈴木宏氏のお言

葉（宇都宮北RC）が載っております。 

「ロータリーの友」は、ロータリーの心がロータ

リアンの心に響き、家庭、職業、そして地域へと

広がります様に、また、生き生きと活動される一

助となります様にと、編集に携わる者一同、これ

からも努力してまいります。 

昨年度から全バックナンバーのデジタルアーカ

イブ化を進めております。これは長期に亘り安全

なかたちで保存するためのシステムの構築だそ

うです。著しい時代の変革に対応するために、昭

和 50 年から据え置かれている一冊当たりの単価

200円の見直しについて検討中とのことです。 

（2）「RI会長メッセージ」（7ページ） 

シエカール・メータRI会長は、この1年間を「さ

らに成長し、さらに行動する」ことで、皆さんと

共に人生の中で最良の年にしようと訴えておら

れます。 

各会員が一人新しい人を紹介すれば、大きく会員

増強につながります。ロータリーの仲間が増えれ

ば、他人のことを思いやる人が増え、人生を豊か

にするために奉仕する人が増えます。このことで

ロータリーが更に成長し、更に行動することで、

どれほどの変化が出るでしょうか。皆さん、想像

してみてくださいと、訴えておられます。 

（3）「夢を紡ぐ人」（8ページ） 

シエカール・メータ RI 会長についての記事が、

詳しく紹介されております。 

先ず、イリノイ州エバンストンのRI 本部に理事

会出席のために訪れた時のことが載っておりま

す。時差で苦しいなかにもかかわらず、誰よりも

リラックスしているように見えた。そして、明晰

で忍耐強く、鋭い質問を投げかけられた。 

仕事や慈善活動で成功していることを考えれば、

それも当然のことですが、ロータリーにおける自

分の夢を実現する上で、ここにいる皆をどう活用

するかを見極めるため一人一人を精査している

ように感じられた。 鋭い人物だとの人物像が先

ず紹介されております。息子さんや奥様、そして

地区RC会長など友人である数名の皆さんから見

た「シエカール・メータ氏」についての記事が「8

～１９ページ」に亘って、詳しく紹介されており

ます。 

（4）「当地区 豊岡敬（サトル）ガバナー」（３２

ページ） 

富田林RCの方です。学生時代は海外留学した国

際派で、人口衛星を造っている会社で宇宙にまで

感覚を広げている人だそうです。そして、二匹の

犬がいる「大の犬きち」とのことです。 
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「右開き」 

（1）「コロナ後,日本はどうあるべきか」（８９ペ

ージ） 

現在、世界で一番に解決すべき問題は、新型コロ

ナウイルスであることは、どの国も一緒です。 

しかし乍ら重要なことは、世界が抱える諸問題を

「常に」意識し続けることを、私たちは決して忘

れてはいけません。世界における超大国といえば、

アメリカと中国ですが、無理に順番をつけるとす

れば、アメリカ一位、中国二位となるでしょう。

ただ、中国の国力が、じわじわとアメリカに接近

しています。（やがては、追い越すのでは？）。経

済力や軍事力など総合力と言う点では、現在のと

ころアメリカの方が進んでいるのではないでし

ょうか。発展途上国という事になると、インド・

インドネシアをあげておられます。ここで話が変

わります。 

この人は国際連合に関係しておられた方ですが、

国連には常任理事国として、「アメリカ・中国・ロ

シア・イギリス・フランス」の5か国あり、それ

ぞれが拒否権をもっています。国際問題について、

国連を通じてすべての問題を解決することは不

可能でしょうとおっしゃっています。 

世界には、日本やアメリカのような「民主主義国

家」と、専制主義国家である「中国」などがあり

ます。ここ、10年ほどの間に、中国が世界一の経

済大国になることはほぼ間違いないとも言われ

ております。常に、世界が抱える諸問題を意識し

続けることを私たちは決して忘れてはいけない

と明石先生は強調しておられます。 

 

 

 

（50音順） 

北側一雄会員 中川会長、綿谷幹事、笹山 SAA、 

       一年間、お世話になりますが、宜 

       しくお願い致します。 

北村勝博会員 羽田様、SDGsのお話、楽しみにし 

       ています。学びます。今日はよろし 

       くお願いします。 

塩見 守会員 羽田様、本日はお忙しい中、卓話 

       下さいまして、ありがとうござい 

       ます。 

城岡陽志会員 今日、職場ワクチン接種が終了。 

       近くの会社へも声かけして200人 

       集め、感謝されました。職業奉仕 

       報告。 

中川 澄会員 羽田様、ようこそお越し下さいま 

       した。卓話よろしくお願いいたし 

       ます。 

𠮷村博勝会員 羽田貴史様、本日の卓話よろしく 

       お願いします。 

綿谷伸一会員 堺市長公室 羽田様卓話よろしく 

       お願い致します。              

            合計２５，０００円 

 

◆米山特別寄付･･･濵口正義会員 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報   ・卓話資料  

 ・ロータリーの友 7月号 

 

（２）他クラブ休会・例会変更のお知らせ 

 【堺東ＲＣ】 

  8月 10日(火)、8月 31日(火)･･･休会 

 【堺清陵ＲＣ】 

  8月 12日(木)･･･休会 

 【堺泉ヶ丘ＲＣ】 

  8月 17日(火)･･･休会 

  8月 24日(火)→同日同時間 

         「ビア・パーティー」 

 

（３）RI脱会クラブのお知らせ 

 堺フラワーロータリークラブが 6月 30日付け  

 で国際ロータリーから脱会されました。 

 

SAA報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 

 


