国際ロータリー第２５８０地区

2021 年（令和 3 年） 7 月 14 日（水） 第 2 回例会（通算 2907 回）
◆クラブテーマ◆

「八重山の未来へ奉仕しよう」
会長：黒島

剛

副会長：大浜

勇人

公共イメージ委員長：山下

幹事：吉田
暢

貴紀

副幹事：松田

ＳＡＡ・出席委員長：玉城

新一郎

力

クラブキャッチコピー：島のリズムで伝える平和と奉仕のくくる（心）

今月のロータリーレート 1$￥111

【 ク バ 】
島内では見慣れたクバの葉は、古くから生活に役立つ数多くの用具に用いられてきました。
葉の形を巧みに使い、乾燥させたものを成型して作られる水汲みカゴ「ウブル」は飲み水を汲んだり、
船の海水を汲み出したりといろいろな生活場面で使われてきました。とはいえ、形作るのは意外と難しく、
すぐに割けて破れてしまい、熟練の技により独特の形状に生まれ変わります。
最近はインテリアの装飾品としても人気を集めています。［資料協力：よなは民具］

地区ガバナー：若林 英博氏
SERVE TO
CHANGE LIVES

「世界で、日本で、地域で良いことをしよう」
✩大きな目標と 5 項目✩
1.新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう
2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう

奉仕しよう

みんなの人生を豊にするために

3.元気なクラブになろう

2021-22 年度 RI テーマ

4.会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう

RI 会長：シェカール・メータ

5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう

7 月のプログラム

7/14（水）会員卓話：前原博一氏

例会日 水曜日 12：30～13：30
事務局 〒907-0013 石垣市浜崎町 1-1-4
URL http://ishigaki-rotary.jimdo.com

7/21（水）休会

7/28（水）クラブ協議会

例会場 アートホテル石垣島（0980）83－3311
TEL/FAX（0980）83－2917
E-mail ishirotary@ninus.ocn.ne.jp

例会記録

7 月 7 日（水）第 1 回（通算 2906 回）「会長・幹事バッチ引継ぎ式並びに入会式」
豊かさを引き継いでいくために、今、何をするべきか。

✩会員総数：45 名 出席義務会員数：44 名
✩出席人数：28 名 欠席人数：16 名 出席率：63.63％
≪司会進行：玉城
ロータリーソング

力≫

榮子

メ ー ク ア ッ プ：遠藤 正夫

宮良

ができる奉仕を精一杯行っていきたいと思います。今
年一年間、吉田幹事と頑張って参ります。皆様のご指

：君が代 四つのテスト

ソ ン グ リ ー ダ ー：宮良

夢を語り合いましょう。そしてその実現のために私たち

幸男

会 長 挨 拶： 黒 島 剛

導ご鞭撻ご協力をお願い致します。今回、大きなテー
マとして・新型コロナウイルスで困っている人々を支援
しよう・ポリオ根絶に向けて頑張ろう・元気なクラブにな
ろう・会員増強・クラブ拡大をする覚悟を持とう・ロータリ
ーの公共イメージアップをしようという 5 つの大きなテー
マがあります。9/12 水辺美化プロジェクトとして北海道
から石垣島、南の島のロータリーまで同時に海や川、
水辺を清掃しようというテーマで動いています。特に沖
縄地区は周囲海に囲まれておりますので、ぜひ参加を
お願いします！という公共イメージ Up のために、ロータ

こんにちは。会長バッチを付けて身が引き締まる思い

リーなかなか一同に物事はしないのですが、今年、一

でございます。2021-22 年度の会長をさせていただき

同にロータリーとして動きましょうという話しがあります。

ます。私の今回のテーマは「八重山の未来に奉仕しよ

また 10 月の第 4 週目はオープン例会として、ロータリ

う」です。1961 年、石垣ロータリークラブは誕生。世界

ーに入りたい方、入ろうとしている方をゲストに呼び、ま

共通のテーマ「奉仕の心」を基本目標に、地域の為、

た卓話として東京からいろいろな先生方を呼びロータリ

「社会活動」を行い数々の実績を挙げて参りました。そ

ーの魅力を説明しようというプロジェクトもあります。今

してこの度、晴れて 60 周年を迎える事となり、日々精

回、私も地区補助金を申請致しました。ほぼ確定して

力的に活動させて頂いております。これもひとえに長き

はいますが、まだちゃんとした資料が来ていないので

に亘りクラブを支えて下さった諸先輩方のご尽力の賜

準備はまだですが、今年は与那国島中学校、久部良

と感謝申し上げます。また、私自身も今年 60 歳「還暦」

中学校に伝統太鼓を寄贈しようと思っています。その

を迎え、人生の節目に会長を務めさせて頂く事となっ

時に皆さんで与那国島で例会をしたいなと思っていま

たのは、これも何かの『縁』だと、益々気の引き締まる思

す。子供たちの伝統太鼓、棒をみながら与那国の自衛

いと共に、感謝の念に堪えません。昨今は、コロナ禍と

隊の視察、観光しながら日帰りが出来たらいいなと思

いう未曾有の厳しい環境の中、誰もが不安を抱えなが

っています。与那国島の会員拡大のためになるのでは

ら日々を過ごされている事と思いますが、こういう時こそ

ないか、そして石垣ＲＣのＰＲもしてきたいなと思ってい

一人ひとりが力を合わせ、未来の為に乗り切っていか

ます。一年間、ロータリークラブ頑張って行きますので、

なければなりません。クラブの活動を通し、八重山の豊

皆さんと共にやっていければいいなと思っています。

かな未来の為にお役に立てればと考えております。

頑張ります！皆さん、宜しくお願いいたします。

2021-22 年度 国際ロータリー、シェカール・メータ会長

幹 事 挨 拶 ：吉 田 貴 紀

は「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」という

先ずはこのような機会を与えて頂きましたこと大

テーマを掲げ、他団体、企業と手を取り合い、地域社

変ありがとうございます。本年度は幹事として組

会にインパクトをもたらすプロジェクト、国や世界の人び

織の屋台骨としてしっかり皆様のロータリークラ

との人生を豊かにするプロジェクトを実施してください。

ブを盛り上げて行けるようにまた楽しんで頂ける

と発信しており、第 2580 地区若林ガバナーは「世界で、 ように全力を尽くしていきたいと思います。また
日本で、地域で良いことをしよう」をテーマに掲げてお 4 月に 60 周年もございまして新しいスタートの年
ります。世界に誇れる八重山の自然、豊かな文化を継

として、幹事職として皆様の信頼と付託にしっか

承し、一人ひとりが豊かな人生を過ごされるよう、この

りと答えながら粛々と役職を全うして参ります。

石垣ロータリークラブから発信して行きましょう。今年度、 また前年度、幹事お疲れ様でございました。引き
私のテーマは「八重山の未来へ奉仕しよう」です。次の 継いだことで一番印象に残るのは、幹事をやると
世代、そして又、その次の世代に、この八重山地域の

人が嫌いになる可能性があるからあまり嫌いにな

らないように努力してね、とそういうお言葉も頂

こった豪雨災害につきましてガバナー事務所から

きました。一番素晴しい引継ぎの言葉だったんじ

石垣ＲＣの皆さまにも寄付をして頂きたいとご連

ゃないかなと思います。そういった意味でもしっ

絡がありました。一人最低でも 500 円以上はご寄

かりと責任だけではなくて、ロータリークラブの

付を頂きたいとことでございまして黒島会長と致

役職を楽しみながら一年間全うして参りますので

しまして予備費から 5 万円を寄付する事も承認を

どうぞ宜しくお願い致します。結びに黒島会長の
一年の活動が成功裏に終えるように、そのために
は皆さまのご理解とご協力が必要となってまいり
ます。私も会長と寄り添いながら一年間頑張って
参りたいと思いますので宜しくお願い致します。
2020-21 年度 森田会長挨拶：先週で 1 年間が終わ
りましたが、黒島会長・吉田幹事には一年間明る
い石垣ＲＣを継続して発展させて欲しいなと思い
ますので今後とも頑張ってください。よろしくお

頂きました。一人あたりにしますと千円ちょっと
になります。ぜひともご協力お願い致します。例
会後に新年度になりましたので中山市長にご挨拶
に参ります。一年間の方針をご説明させて頂いて
いろいろと石垣市とのご協力もあると思いますの
で、その辺も協力体制も取っていきたいと思って
いますのでご報告とさせていただきます。

◆◇◆ 入 会 式 ◆◇◆
八重山港運株式会社

願いいたします。

（代表取締役社長）

2020-21 年度 東上里幹事挨拶：こんにちは。久し

新川 正人 氏

ぶりに料理が美味しく感じられスタートからモグ

生年月日 1965．4．25

モグ楽しい会でロータリーの例会ってこんなだっ

改めて入会の誓いを先ほど申し上げました。

たんだなーと久しぶりに思い出しました。本当に

私は八重山港運の方で代表取締役として業務に邁

一年間ありがとうございました。今年度から黒島

進しております。お見知りおきという事で私のプ

会長・吉田幹事の楽しい和気あいあいとなるよう

ロフィールを紹介させて頂きます。前職は琉球海

なロータリークラブの活動が出来たらと思ってま

運(株)で船舶部長を拝任しておりました。こちら

すので応援しています。

は今、琉球海運が 7 隻の船を所持しておりまし

◆◇◆幹事報告 ：吉 田 貴 紀◆◇◆

て、そこには 140 名程の船員がおります。こちら

先ほどの理事会におきまして、承認いただいたこ

では船乗りの人事というのを担当しております。

とをご報告させて頂きます 7/14 に上野ＲＣの方が

140 名のなかには大変優秀な八重山出身者がおら

メークアップに来会していただきます。橋本理事

れます。しかし勢力では宮古の方に少し負けてお

からも意見をいただきながらクラブとして受入れ

ります。大分、宮古の方が生活の中で船乗りを目

る事になりましたので宜しくお願い致します。そ

指す方が結構いまして、八重山が 2 に対して宮古

の中でマスクケースを石垣ＲＣの方に寄贈して頂

が 8 になり、たまたま海事関係の学校が那覇と宮

けるとの事でございますので、そちらの使い道の

古にあるというような形になっていますので、八

方も追って検討して参ります。7/14 は松島寛行ガ

重山はそういう道がなかなか開かなかったのかな

バナー補佐がご来島されます。例会のなかで若林

ということで、結果としてこういう事になったの

ガバナーの一年間の方針を卓話にてお話しをさせ

かなと思います。私は今回、八重山港運(株)の代

ていただく予定でいますので、ぜひその際には皆

表取締役に就任するにあたり、これを機に琉球海

さまたくさんの会員でお出迎えしていきたいと思

運(株)の方は平成元年に入社でありますが 32 年務

っておりますので、どうぞよろしくお願い致しま

めて参りました。無事卒業させていただき、八重

す。8/4 にガバナー公式訪問を予定しています。

山港運(株)の代表取締役という新たなステージを

例年より大変早くなっております。ガバナー公式

歩かせて頂きます。こちらに転籍になりましたと

訪問でございますので、しっかり準備をしながら

いう事は、地に根を張ってここで頑張りなさいと

進めて参りたいと思います。日が近くなりました

私に与えられた使命だと思っております。今日ロ

ら会員の皆さまには追ってご連絡をさせて頂きた

ータリーのメンバーに入会をさせていただきまし

いと思います。それから本日は、新入会員の新川

た。新しいメンバーとして末永くお付き合いいた

社長が八重山港運の我那覇社長より代表取締役社

だけるような環境になっております。今後ともご

長を引継がれて、先ほどの理事会で承認されまし

指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

たのご報告申し上げます。2021 年 7 月に熱海で起

ロータリー日本 100 年史が発行されました。
少部数を先着順予約販売されます。
購入ご希望の方は事務局までお申し出ください。

⇒

～例会風景～

黒島会長、吉田幹事 一年間よろしくお願い致します！

これから宜しくお願い致します

本日のニコニコ
✩黒島剛氏：今年一年間、会長として頑張ります。新川さん入会おめでとうございます。✩米盛博和氏：母があさって 7 月 9 日満 102 歳
となります。上勢頭保氏：森田会長ひきいる旧役員の皆様御苦労様でした。なた新年度会長始め役員の皆様の頑張りを御期待申し上
げます。✩宮良榮子氏：黒島会長、吉田幹事、一年間楽しみにしています。感謝！！✩南波正幸氏：黒島会長、吉田幹事、一年間よろ
しくお願いします。✩前木繁孝氏：新年度スタートに皆さまと顔合わせられて幸せを感じました。黒島会長・吉田幹事一年間ガンバッて下
さい！！✩森田安高氏：黒島会長、吉田幹事、１年間頑張ってください。✩大田次男氏：新年度スタートおめでとうございます。楽しくや
って行きましょう！✩宮良薫氏：会長・幹事おめでとうございます。一年間よろしくお願いします。今日七夕の日に八重山日報アプリで電
子版が見れるようになりました。ダウンロードもよろしくお願いします。✩東上里和広氏：黒島会長・吉田幹事、1 年間宜しくお願いします。
大田さん、幹事バッチ 2 年間あたためたバッチありがとうございました。✩今西敦之氏：黒島丸の出航に乾杯！熱海土石流にみまわれた
被害の方々に御見舞申し上げます。✩吉田貴紀氏：新川正さん入会おめでとうございます。また幹事として１年間楽しみます。✩松田新
一郎氏：新川さん、宜しくお願いいたします。本年度、米山委員長並びに地区米山奨学委員会、米山づくしで副幹事ももちろん精一杯
がんばります。✩山下暢氏：新川様ようこそロータリーへ ご入会おめでとうございます。✩新垣精二氏：黒島会長・吉田幹事 1 年間宜し
くお願いします。✩新川正人氏：本日より入会させていただきます。

◆BOX￥18,000（累計￥18,000） ◆コイン￥1,860（累計￥1,860）合計￥19,860
櫻井

浩一 氏

5 日（月）

松林

豊 氏 25 日（日）

