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今回はＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の特集を用意していましたが、そこへなんとウクライナのニュースで
す。ＳＤＧｓ目標の 16 番目は「平和と公正をすべての⼈に」です。平和があってこそ世界が協⼒でき目標の達
成に繋がっていくものであり、戦争を始めた罪は非常に重いものです。どんな世界を、どんな地球を未来に残せるか
がＳＤＧｓのテーマなのです。 
 

SDGs 2021 年の⽇本の達成度は 18 位 
2016 年から毎年発表されている Sustainable Development Report 
は各国の SDGs 達成度が分かるランキングの報告で、今回で 5 回目となりま
す。2021 年の⽇本の目標達成度は 165 か国中第 18 位でした。 
第 1 位はフィンランド。2020 年はスウェーデンが 1 位でしたが、今回スウェーデ
ンは 2 位、3 位はデンマークといずれも北欧が上位を占めました。 
 
下記は 2021 年の⽇本の SDGs17 目標別の達成度を⽰しています。 
 
 
 
 
 
 
 
今年のリポートは、17 個の達成度の⾊分けと共に矢印が表⽰されていて、矢
印は目標別の進捗状況を表しています。 
 
緑の矢印  2030 年までの目標達成に向けて順調な割合でスコアが増加し 

     ている／目標達成値を超えている 
⻩の矢印  適度に改善している。2030 年までに目標達成するために必要

なペースは下回っているが、必要なペースの 50%は超えている 

 

1. 貧困をなくそう  

2.  飢餓をゼロに 

3.  すべての人に健康と福祉を 

4.  質の高い教育をみんなに 

5.  ジェンダー平等を実現しよう 

6.  安全な水とトイレを世界中

に  

7.  エネルギーをみんなに、そ

してクリーンに  

8.  働きがいも経済成長も  

9.  産業と技術革新の基盤をつ

くろう  

10.  人や国の不平等をなくそう  

11.  住み続けられるまちづくり

を  

12.  つくる責任 つかう責任  

13.  気候変動に具体的な対策

を 

14.  海の豊かさを守ろう  

15.  陸の豊かさも守ろう 

16.  平和と公正をすべての人

に  

17.  パートナーシップで目標を

達成しよう  



 
オレンジの矢印 停滞している。2030 年までに目標達成するために必要なペースの 50%を下回っている。 
赤の矢印    スコアが減少している。取り組みが悪い方向に向かっている。 
灰⾊の丸    データがない 
 
次の 3 つの項目は達成されているとされる緑の目標パネルと緑の矢印です。 
・4 番目の「質の高い教育をみんなに」 
・９番目の「産業とし技術革新の基盤を作ろう」 
・16 番目の「平和と公平を全ての⼈に」 
 
一方、目標達成にはまだまだ遠いとされている赤の目標パネルは、下記の項目です。 
・５番目の「ジェンダーの平等を実現しよう。」   
・１３番目の「気候変動に具体的な対策を」 
・１４番目の「海の豊かさを守ろう」 
・１５番目の「陸の豊かさも守ろう」 
・１７番目の「パートナーシップで目標を達成しよう」 
 
SDGs は、2030 年までに達成が目指されている国際的な目標です。 
⽇々の暮らしの中で、少しずつでも個⼈個⼈が出来ることを実践して⾏くことが⼤切とあらためて思います。 
 
以前 NL84 の SDGs の記事の中で「ナマケモノにも出来るアクションガイド」を紹介しましたが、今回も楽しみなが
ら SDGｓに貢献できそうな話題を⾒つけました。その名も「ゴー・ゴールズ︕すごろくで SDGs を学ぼう」です︕ 
ゴー・ゴールズは、子どもも⼤⼈も楽しく遊びながら、SDGs を学べる「すごろく」です。戯盤や遊び方の説明、コマ
やサイコロなどの手作りキット、クイズなどを下記の国際連合広報センターのホームページからダウンロードして、お子
さんやお孫さん、もちろんご夫婦でも楽しんでもみて下さい♪ 
 
国際連合広報センターのホームページはこちら≫ https://go-goals.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ゴー・ゴールズ︕すごろくで SDGs を学ぼう」 



ボランティア活動へのお誘い 
 
あすみが丘の⽊々に新芽や若葉が吹き、花壇には⾊々な花々が咲き
誇る季節になりました。あすみ⼤通りブランニューモール近くに私たち
AIFS が造った道路桝花壇も楽しんで頂けてますか︖  
現在はシロタエギク、ノースポール、ビオラの花が旺盛に咲いています。
「キレイです」、「通るのが楽しみです」等、お褒めの⾔葉も頂いてます。 
6 月には春夏バージョンとしてガザニア、サルビア、⽇々草等への植替
えを予定しています。 
「ボランティア活動には興味はあるけど、なかなかキッカケがない」とお困
りのあなた。道路桝花壇の花植えは絶好の気軽なキッカケです。あす
みが丘の町を美しくする活動に是非参加してみませんか︖ 
⽇程等詳細は決まり次第ホームページに掲載します。お問合せ下記
まで。 
 
TEL/FAX: 043-294-9551 
(TEL は月、⽊ 10︓00〜12︓00) 
E-mail:    aifs@eastcom.ne.jp 

 

総会開催のご報告 

2021 年度通常総会は、2 月 13 ⽇（⽇）10 時より、あすみが丘プラザ多目的室にて開催されました。今年
度も続く新型コロナウィルスの影響のせいか参加者は 20 名と少なかったものの、委任状及び書面投票は多くの
提出を頂き定⾜数に達することが出来ました。総会開催にご協⼒下さいました皆様、有難うございました。 

  会員数   797 名      定⾜数  399 名      出席者数 425 名  

  （当⽇出席 20 名、 委任状 210 名、  書面投票 195 名）  

議⻑  ⾦子理事     書記    寺尾理事   議事録署名⼈    川井会員・田川会員・川脇会員 

 

⾦井理事⻑がコロナ禍での開催、出席に感謝を述べ、開会宣⾔
をして総会はスタートしました。 

2021 年度の事業報告（議案１号、２号）を各担当理事が議
案の内容を説明し、監事が監査結果を報告しました。2022 年の
事業計画(議案 3 号、4 号)について⾦井理事⻑から説明があ
り、活発な質疑応答の後採決をし、議案第１号から第 4 号まで
賛成多数で承認されました。議案の詳細はＨＰをご覧ください。 

 

皆様の一層のご理解、ご協⼒を⼼よりお願い申し上げます。 



私のペット自慢 〜ノルウェートロンハイムの Me（メーちゃん） 
 

 

編集後記︓ 
今年も楽しく読んでいただけるニュースレターを提供できるようがんばります。「私のペット自慢」「美しい町・景
⾊」「あすみが丘再発⾒」の記事を随時募集していますのでお寄せ下さい。会員、非会員の方、どちらでも⼤
丈夫です。また、あすみが丘で富⼠⼭が⾒える場所をご存知の方、是非教えて下さい。本年も宜しくお願い
致します。 

今年度の活動予定 
・くらしのにほんごくらぶ（⽊曜⽇ 10:00~12:00）・花いっぱい活動・ニュースレター発⾏・HP 運営を⾏いま
す。尚、土気サマーフェスティバル・プラザ祭り・留学⽣との交流・等は、その都度、状況を鑑みて活動の有無
を決定致します。お問合せは下記までお願い致します。 
 
NPO あすみが丘国際交流 
〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘 4-1-6 エクレール土気 101 
TEL／FAX ︓043-294-9551  （お電話は月、⽊曜⽇の 10:00~12:00） 
E-mail︓ aifs@eastcom.ne.jp 
HP:https://www.npo-aifs.org/ 
 

トロンハイム 

ノルウェージャンフォレストキャットのメー

ちゃんは穏やかな性格ですが、ネズミを見つ

けた時は本能が騒ぎ捕獲します。 
Norwegian Forest Cat Me has a gentle per-

sonality, but when she finds a mouse, her 

instincts  awaken and she  captures it. 

 

トロンハイムはノルウェー
中部に位置するノルウェ
ー第 3 の都市。⼈口は
165 千⼈、面積 342
平方キロ。 
Trondheim is the 
3rd biggest city in 
Norway. Its area is 
342km2 and its 
population is 
165,000 people. 
 

Check Out My Pet! 


