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四つのテスト：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

〇会長報告

会長 中嶋伸和

■本日のお客様は、株式会社アワーズ 白浜事業所

執行役員（SDGs担当）中尾建子（なかお たつこ）様、

統括部 総務課 チームリーダー 出口貴之（でぐち

たかゆき）様です。後ほど宜しくお願い致します。

■9月7日(土) りんくう国際物流センター2階に於いて

「第3回ガバナー補佐・幹事合同会議」が開催されま

した。ガバナー補佐として、武田静也君に出席して

頂きました。ご苦労様でした。

■9月14日(土) 和歌山県JAビル2階に於いて「クラブ

社会奉仕委員長会議」が開催されます。クラブ奉仕C

委員長 谷中順次郎君に出席して頂きます。ご苦労様

ですが宜しくお願い致します。

■米山記念奨学会より米山功労者の感謝状表彰が届い

ています。

◎第2回米山功労者 中嶋伸和君

■本日の例会終了後、定例理事会を開催致します。

理事・役員の方は、ご出席宜しくお願い致します。

■本日のお弁当企画（奉仕Ｂ委員会）は「この葉」さ

んです。ご賞味下さい。

〇幹事報告

幹事 早稲田 清司

■例会日時変更

◎有田ＲＣ

9月19日(木) → 休会

10月 3日(木) → 休会

10月17日(木) → 休会

■メークアップ

◎9月7日(土) 第3回ガバナー補佐・幹事合同会議

武田静也君

■回覧

◎「ＪＣニュース8月号」

◎歩こう会「ひじうま報告199号」

◎紀の国トレイナート実行委員会より

『紀の国トレイナート2019開催のお知らせ』

パンフレット

◎田辺保健所より

「令和元年度 麻薬・覚醒剤乱用防止運動街頭啓発の実施

について（依頼）」

◎一般社団法人ロータリーの友事務所より

「Rotary 友と歩む 地域と歩む」

◎中野ガバナー事務所より

「国際ロータリー第2640地区 2019～2020年度 地区大会

のご案内」パンフレット

■連絡

◎次週9月18日(水)の例会は休会です。次回は25日(水)で

す。宜しくお願い致します。

◎「国際ロータリー第2640地区 2019～2020年度 地区大

会」のパンフレットが届いています。各自トレーに入

れています。よろしくお願いいたします。

◎2019-2020年度 地区大会が10月27日(日) ホテル・ア

ゴーラリージェンシー堺に於いて開催されます。参加

登録制となっております。当日参加される登録の締切

は9月20日(金)となっております。多数の会員さんのご

参加よろしくお願い致します。
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〇本日のゲスト・ビジターの紹介

株式会社アワーズ白浜事務所（アドベンチャーワールド）

執行役員（SDGs担当） 中尾 建子 様

統括部 総務課 チームリーダー 出口 貴之 様

〇出席報告

会員数 43名 義務免除 4名 本日の欠席者 8名
本日出席率 79.49％ 8月28日の修正出席率94.87％

〇本日の唱歌

荒城の月

唱歌委員 佐田 一三君

〇にこにこ報告
（敬称略）

◇中尾様、出口様よろしくお願いします。

愛須勝章、上原俊宏、岡本博、木村壽一、坂本正人、佐田一三、武田静也、竹中悟、竹村英一、

谷中順次郎、谷本司、中嶋伸和、西谷貞彦、野中信広、野村憲司、橋本隆、本田耕二、前田吉彦、

森本修至、山本亘、吉田和枝、早稲田清司

◇玉置佳範 妻の誕生日でニコニコ寄付させていただきます。

◇豊田正人 お花いただきます。

〇本日のプログラム

ジャイアントパンダとSDGs

～アドベンチャーワールドでのSDGsの取り組み～

株式会社アワーズ (アドベンチャーワールド)

中尾 建子様

株式会社アワーズは企業使命「笑顔あふれる 明るい

豊かな社会の実現」、ビジョン「未来のSmile（しあわ

せ）創造企業」の基、事業を行っています。また動物

を飼育展示している業種として、永続的に人間と動物

が存続できる社会をつくることが私たちの大きな使命

であると考えています。我が社は今年度の経営計画の

一つに「サスティナブルな社会への貢献」を掲げ全社

で取り組んでいます。本格的な取り組みはまだ始まっ

たばかりですが、以前から取り組んでいた事例や新に

具現化できた事例などがあります。そして我が社がSDG

sに積極的に取り組むことより、志を同じくする企業や

大学とのつながりを得るようになりました。今回は、

アドベンチャーワールドで人気のジャイアントパンダ

を中心にSDGsへの取り組みをお話しさせていただきま

す。

ジャイアントパンダとSDGs？ 何の関連性もないよう

なイメージですが、無関係と思うことでも、実は根底

ではつながっています。また、こちらが意図していな

かった新たなつながりや良い影響をもたらすこと、一

方問題を放置することで大きな課題が出てくることも

ありました。

25年間の長期にわたるパンダ繁殖研究を通して、11回

の出産で16頭の赤ちゃんが成育するという大きな成果

を上げ、飼育頭数の増加及び遺伝子多様性保全に貢献

しました。これは当初のパンダを飼育する第一の目的

です。もちろん日本ではなかなか見ることができなかっ

たパンダをここ白浜の地で公開することで、パーク入

園者数を増やすことも目的の一つ、さらに地域活性に

も寄与できているのではないでしょうか？
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また、動物園の役割である啓蒙普及活動にも取り組み、

ただパンダがかわいいという側面だけではなく、動物

愛護、情操教育そして環境教育の啓蒙普及を図ってい

ます。年間約30件の外部講演を受けていますが、近年

では繁殖研究成果や赤ちゃんの成長の話題だけではな

く、パンダ繁殖チームのチームビルディングやパンダ

親子へのサポート方法などについての講話を希望され、

私たちが意図していなかった新たなニーズも得ること

ができました。

パンダの餌となる竹は放置竹林の整備をするのに役に

立っています。反面、餌とならない竹幹や残餌、そし

て糞の多量廃棄という問題点がありました。飼育頭数

が増加するにつれその問題も大きくなりますが、これ

まで前向きに解決に取り組んでいないことが大きな課

題になっています。私たちは廃棄物0を目標に、処分

するだけではなく、新たな価値を創造する手法で問題

解決に向き合っていきます。

その他、全ての人にやさしいパーク創り、働く場の提

供及び環境にやさしい製品の使用など、徐々にですが

SDGsに基づいた考えができるようになりました。今後

は、さらに社員全員へのSDGsへの理解を深めること、

会社としてのSDGsビジョンを策定し、我が社だけでな

く社会にインパクトを与えられるように取り組んでい

きます。

【SDGsとは？】

Sustainable Development Goals（持続的な開発目

標） 2015年国連サミットで採択 2030年までの達成

目標を環境、社会、経済の3領域、17のゴール(目標)

と169のターゲット(具体的目標)で構成

普遍的目標「誰一人取り残さない(no one will be l

eft behind) 」

【プロフィール】

中尾 建子（なかお たつこ）

株式会社アワーズ 執行役員（SDGs担当）、アドベン

チャーワールド副園長

鳥取県出身 鳥取大学農学部獣医学科終了

1988年入社 動物園動物の診療、飼育管理、教育活動

に携わる。1994年 中国成都ジャイアントパンダ繁育

研究基地より2頭のパンダが搬入された時から、飼育

や繁殖研究に関わり2000年から現在まで11回の出産及

び子育てに関わる。

生まれたとき パンダのうんち！
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〇今日のお弁当

この葉さんの

お弁当です。

田辺東ロータリークラブのイメージキャラクターとイメージカラーについて
田辺東ロータリークラブ 上原俊宏

古来、我が国にはモノの摂理は陰陽 五行 十干 十二支に対応しているとの理論がありました。天と地は陰と

陽に、色は五色に、例えば寺院の祭日に使用する幡は、赤色、黄色、白色、緑色それに黒色（最近では紫色を呈

することが多い）となっています。方位に関して云えば東西南北に中心を合わせて五方向があるとします。また

五方向にはそれぞれ配当される聖獣がいます。例えば、東は龍で、色は青 つまり青龍 南は赤（朱色）で鳳凰つ

まり朱雀。西は白色で虎なので、白虎、北は黒色で亀となり、玄武となる所以です。勿論四聖獣の守護する中央

は人間の世界であり黄色となっています。黄土高原からの連想でしょう。四聖獣に守られ、人々は生活している

ことになります。宮中、大内裏は壁に囲まれ、南の門は通常、朱雀門とされます。きっと色は朱色の門であった

ことでしょう。

田辺東ロータリークラブは、当初、田辺の東部に会員を集めたことから、田辺東ロータリークラブと称しました。

国際ロータリークラブには、シンボルマーク、イメージカラーが登録されています。

当 田辺東ロータリークラブも、必要に応じて、9年ほど前にシンボルマークとイメージカラーを制定したのです。

東方という事から、マークの基本は五行から龍であるのですが、愛須さんゆかりのデザイナーさんが、当時、龍

を参考にキャラクターマークを作成したのです。現在用いているクラブキャラクターがそれです。

顔は和歌山県の輪郭であり、ハナである赤い点は田辺東ロータリークラブの所在地 田辺

伸びるひげは、田辺から多くの情報と奉仕活動を発信するという意味としたのです。

クラブのサブカラーに刻印されたキャラクター龍

ちなみに、当 田辺東ロータリークラブのイメージカラーは、国際ロータリーと類似の濃い青を、サブカラーは

オレンジ色にしました。ロータリーの傘に貼るテープの色が当クラブ色です。

今後とも、よろしくご理解の上、

当クラブのイメージキャラクターとイメージカラーを、ご利用いただきたく存じます。

〇次回プログラム
10月2日

田辺市観光部商工振興課 丸山勝司様

10月9日

和歌山県商工観光労働総務課 山本勝毅様

10月16日

米山奨学生 シャフィク・ミナカマル・アシャム様

いつも美味しい
お味噌汁を

ありがとうございます。


