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髙 橋　　浩
滝 澤　　勇
鈴 木 茂 男
前 島 憲 司
小 林 秀 男

2018～2019　国際ロータリー会長　バリー・ラシン

インスピレーションになろう

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　黄金井一太君（10月1日）
　黄金井康巳君（10月1日）
　黄金井陽介君（10月1日）
　森住　等君（10月1日）
　前島憲司君（10月1日）

＊会員誕生日
　山口巖雄君（28日）
　鈴木茂男君（10月1日）

＊夫人誕生日
　会田義明君
　（久美子夫人25日）
　鈴木茂男君
　（智子夫人30日）

＊結婚記念日
　金井良雄君（25日）

点鐘　…髙橋　浩会長

斉唱　…我らの生業

ゲスト紹介

ルイ・ツ・リンさん

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・社会・国際奉仕セミナー開催のご案内

2018年11月10日（土）13：00 ～ 16：00
アイクロス湘南

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・ハイライトよねやま　Vol.222

◎国際ソロプチミスト厚木　より
・第43回チャリティーパーティーのご案内

委員会報告

◎職業奉仕・親睦活動委員会
合同移動例会を10月16日に開催します。ふるって
ご参加願います。

◎クラブ財政委員会
昨年度の一般会計収支報告書を報告させて頂きま
したのでご覧ください。

スマイル

髙橋　浩会長・鈴木茂男幹事
本日のゲスト、ルイ・ツ・リンさんようこそ。お出向
えごくろうさまです。本日の卓話、髙野会員よろしく
お願いいたします。

山口巖雄君
SDGs先般全国青少年会議所国連大使として、孫の祐
聖が全国10人に選ばれ、米国他に10日間研修に参加
させて頂き私もこの言葉が身近に感じ、卓話を楽し
みにしています。

黄金井康巳君
所用のため、早退させていただきます。

西嶌洋一君
所用のため早退致します。

第2808回例会（9月18日）☆司会　会田義明SAA

今日の例会（2018 年 9 月 25 日）

「CSRの取組
～安心・安全で持続可能な社会に向けて～」

担当：近藤憲司君

次回の例会（2018 年 10 月 2 日）

「米山月間」
担当：米山奨学委員長 前島憲司君

講師：RI第2620地区2015-16年度米山記念奨学地区
委員長 雨宮哲夫氏（甲府RC）
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今日のお花

カーネーション（髙橋　浩会長）
デンドロビューム（壽永純昭君）

卓話 「SDGs について」

担当：髙野昌伴君
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SDGsとは

 2015年9月の国連サミットで193ヶ国の合意のもと採択

 先進国を含む国際社会全体の開発目標として、2030年を期限とする
包括的な17の目標を設定（17の目標、169のターゲット、230指標の
三重構造）

 「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し（＝⼈間の安全保障の理念
を反映）、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に、統合的に取り組む

 全ての関係者（先進国、途上国、⺠間企業、NGO、有識者等）の役割
を重視

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）
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日本政府の取組み（ＳＤＧｓアクションプラン２０１８より）

（出所︓⾸相官邸ＳＤＧｓ推進本部）

1

SDGsとは
SDGs︓Sustainable Development Goals
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MDGsからSDGsへ

 2001年に国連で策定。2000年に採択された「国連ミレニアム宣⾔」と、1990年代の
主要な国際会議で採択された国際開発目標を統合したもの

 発展途上国向けの開発目標として、2015年を期限とする8つの目標を設定
（①貧困・飢餓、②初等教育、③⼥性、④乳幼児、⑤妊産婦、⑥疾病、⑦環境、⑧連帯）

前⾝︓ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）

 MDGsは一定の成果を達成。一方で、未達成の課題も残された
 また、15年間で国際的な環境も⼤きく変化し、新たな課題が浮上
 環境問題や気候変動の深刻化、国内や国際間の格差拡⼤、⺠間企業やNGOの役割の拡⼤など

（出所︓外務省資料より⼤和証券作成）

ミレニアム開発目標
（Millennium Development Goals: MDGs）

8ゴール・21ターゲット
途上国のための目標
国連の専門家主導

2001年〜2015年

持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals: SDGs）

17ゴール・169ターゲット
全ての国のための目標
国連全加盟国で交渉

2016年〜2030年
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出席報告　＜会員 42 名、出席対象 38 名＞

9 月 4 日例会　　確定出席率 81.08％ 9 月 18 日例会　　出席 36 名　欠席 3 名　出席率 94.74％
＜事後メイク＞
　黒栁告芳君（9月10日／東京渋谷RC）
　黄金井陽介君（9月5日／厚木中RC）
　建部卓也君（9月14日／厚木県央RC）
　早嵜慶一郎君（9月5日／厚木中RC）

＜事前メイク＞
　黄金井陽介君（9月7日／厚木県央RC）
＜欠席＞
　髙橋　宏君・丸田隆弘君
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大和証券グループのあゆみ

1902

・大和証券G本社、
大和証券、
大和証券SBCM* 設立
（*後に大和証券SMBC）

・藤本ビルブローカー
設立

・三市場第二部

1943 1961 1999 20081959 1964 1970 1989

・ロンドン進出
・大和投信信託設立
・ニューヨーク進出

2011

・大和ネクスト銀行設立

創業115周年

大和證券設立 二部上場 一部上場 持株会社体制移行創業

・大和総研設立

2012 2017

“新”大和証券分社時代大和證券藤本ビルブローカー藤本ビルブローカー

1998

企業理念の設定 大和スピリットの策定

新大和証券設立

1996

インターネット取引開始

信頼の構築
お客様からの信頼こそが、大和証券グループの

基盤である。お客様を第一に考える誠実さと

高い専門能力により、最も魅力ある

証券グループとなる

社会への貢献

人材の重視 健全な利益の確保
大和証券グループの競争力の源泉は

人材である。社員一人ひとりの創造性を重視し、

チャレンジ精神溢れる自由闊達な社風を育み、

社員の能力、貢献を正しく評価する

金融・資本市場を通じて社会及び経済の発展に

資することは、大和証券グループの使命である。

法令遵守と自己規律を徹底し、高い倫理観を

持って社会の持続的発展に貢献する

健全なビジネス展開を通じて企業価値を

高めることは、株主に対する責務である。

大和証券グループはお客様に価値あるサービスを

提供して適正な利益を獲得し、株主に報いる

⼤和証券グループの企業理念
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DJSI 
World / Asia Pacific

7年連続で採用

FTSE
グッド・インデックス

12期連続で採用

なでしこ銘柄
（女性活躍推進に優れた企業）

4年連続で選定

健康経営銘柄

経済産業省・東京証券取引所 経済産業省・東京証券取引所

米国ダウジョーンズ社・
RobecoSAM FTSE4Good

子育てサポート認定事業主マーク
「仕事と介護を両立できる職場環境」
整備促進の為のシンボルマーク

GRESB 2017
“Green Star”

就職人気ランキング

厚生労働省 厚生労働省

6年連続で獲得
（大和証券オフィス投資法人）

GRESB Survey

平成28年度
均等・両立推進企業表彰

平成28年度
「女性が輝く先進企業表彰」

社員の仕事と育児・介護の両立
を多方面からサポートしている
ことが評価され「ファミリー・フレ
ンドリー企業部門」において「厚
生労働大臣優良賞」を受賞

厚生労働省

女性を積極的に登用するとともに、
19時前退社の励行や、仕事と

育児・介護の両立支援等に取り
組んでいることが評価され、「内
閣府 特命担当大臣（男女共同
参画）表彰」を受賞

内閣府男女共同参画局
週刊東洋経済「就職人気ランキング

2019年卒・前半」

総合順位：5位
（2018年前半：6位）

2017年「女性が活躍する会社
BEST 100」

4年連続で選定

「女性活躍推進度」部門：3位

日経WOMAN
日経ウーマノミクス・プロジェクト

女性社員の積極的な登用や、女
性が働きやすい会社を目指して
様々な取組みを継続的に実施し
ていることが評価され選出

金融サービス企業
男女平等指数

2年連続で選定

Bloomberg

ESG関連指数

MSCI 日本株女性活躍指数
（WIN)
FTSE Blossom Japan 
Index FTSE

MSCI

主な外部評価
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大和証券グループSDGs宣言

Passion for SDGs 2018
〜⼤和証券グループＳＤＧｓ宣⾔〜

⼤和証券グループは、2015年に国連にて採択された「ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals
（持続可能な開発目標））」を、世界を牽引する重要な目標と捉え、当社グループビジネスを通じ、企業の
経済的価値の追求と社会的課題の解決を両⽴することで、豊かな社会と国⺠⽣活の実現に積極的に取り
組んでまいります。
●共通価値の創造
さまざまなお客様のニーズに対応した幅広いサービ

スを提供する総合証券グループとして、既成概念に
とらわれない柔軟な発想で社会的課題の解決に
取り組むことにより、企業としての経済的価値と社会
的価値を同時に創造していきます。

●ステークホルダーとのパ－トナーシップ
国、企業、投資家等を繋げる役割を担う当社

グループの特徴を活かし、各ステークホルダーとの
パートナーシップを通じて幅広い社会的課題解決へ
の貢献を目指します。

●多様な人材の育成と働き方の実現
ワーク･ライフ･バランスの推進、⼥性やベテラン

層の活躍⽀援を始め、性別や年齢を問わず
全ての社員が働きがいを感じ、能⼒を最⼤限
発揮できる環境を作ることで、多様な⼈材の
育成及び働き方の実現に取り組んでいきます。

●認知度向上と浸透
⾦融・資本市場の担い⼿として、全役職員へ

ＳＤＧｓの理解、浸透を図ると共に、当社
グループビジネスを通じてお客様のＳＤＧｓへの
認知度向上に貢献していきます。

これまでのSDGsに資する主な取組み

25周年目を迎える⼤和証券福祉財団
 1994年⼤和証券の設⽴50周年記念事業として、企業利益

の一部を社会に還元する目的で「公益財団法⼈ ⼤和証券福
祉財団」を設⽴
【2017年度までの助成実績（累計）】

助成件数

助成総額

3,351件 247件

7億7,545万円 1億173万円

ボランティア活動助成 東⽇本⼤震災
ボランティア活動助成

インパクト・インベストメントへの取組み
個人向けインパクト・インベストメント債券の
国内市場における⼤和証券シェア︓52％（⼤和証券調べ

2018年3月末時点）

 グリーンボンド
・・・環境に配慮した対応を⾏なう企業等をサポート

 インクルーシブ・ビジネス・ボンド
・・・BOP層*の⼈々の⽣活向上に役⽴つビジネスを⽀援

 ウォーターボンド
・・・水問題に取組む企業等をサポート

* 経済ピラミッドの下層部（Base of the Economic Pyramid）

⼤和ネクスト銀⾏ 「えらべる預⾦」
2017年11⽉より、⼤和ネクスト銀⾏が「えらべる預⾦」の取り扱いを開始

「応援定期預⾦」は⽀援先別に預⾦を設定。⾦利は若⼲低めで、通常との差分を
⽀援⾦として利⽤。さらに⼤和ネクスト銀⾏が上乗せして⽀援先にお届け

現在のラインアップは9種類。2018年4月
には総額約118万円の寄付を実施

寄付⾦贈呈式（2018年4⽉）
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「⼤和証券グループ 輝く未来へ こども応援基⾦」の創設
（公益財団法人パブリックリソース財団）2017年9月〜

・・・5年間で当社グループから総額1億円程度の寄付を想定

⼦どもの貧困問題への取組み

こども応援基⾦授与式の様⼦（2018年1⽉）
【⽀援先】 SOS子どもの村JAPAN、PIECES、Learning for All

パブリックリソース財団の
岸本専務理事(右)と
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経営戦略としてのSDGs 〜Passion for SDGs〜

・・・

⼤和証券グループのステークホルダー

⾦融

テクノロジー

地方

経済的価値
の創出

社会的価値
の創出

持続可能な社会を創る事業の推進

⼤和証券グループの
アプローチ

お客様 株主・債権者 社員 地域・社会

「社会的課題の解決」
に取り組み

「新たなお客様ニーズ」
を開拓

豊かな社会・国⺠生活の実現
に貢献する⼤和証券グループ

共通価値（Shared Value）創造のサイクル SDGs（持続可能な開発目標）への取り組み

ライフ

『 SDGs推進委員会 』 の設置
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SDGsで掲げられている社会的な課題に
積極的に取り組んでいくため、
『証券業界におけるSDGsの推進に
関する懇談会』を設置

 インパクト・インベストメント
（ワクチン債、ウオーターボンド、
グリーンボンド等の組成・販売等）
やＥＳＧ投資など

 さらに貢献できる可能性
について検討

 生産性の向上や働きがいの
ある職場環境の整備、⼥性
雇⽤の推進、⼥性管理職の
育成など

 証券業界における生産的な
雇⽤等について検討

 ⽗⼦家庭、⺟⼦家庭、両親
のいない⼦供等への資⾦援助
ボランティアなどについて

 さらに具体的な活動について
検討

出所︓⽇本証券業協会

⽇本証券業協会における取組み

貧困、飢餓をなくし
地球環境を守る分科会

働き方改革そして
⼥性活躍⽀援分科会

社会的弱者への
教育⽀援に関する分科会

証券業界におけるＳＤＧｓの推進に関する懇談会
座⻑︓⽇本証券業協会会⻑／構成︓有識者及び協会員




