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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）
四つのテスト

✩地区年次目標✩

言行はこれに照らしてから
1.真実かどうか

「会員増強」
2020-21 年度 RI テーマ

2.みんなに公平か

「公共イメージの向上」

RI 会長：ホルガー・クナーク

3.好意と友情を深めるか

「ロータリーデーの開催」

地区ガバナー：野生司 義光氏

4.みんなの為になるかどうか

シリーズ：森の名人・戸眞伊さんと森の木
石垣方言：フクン

和名：フクギ

家の周りに植えることの多い馴染みのある樹木。まっすぐ枝が上に向くから、幹をつたって水が流れる。
幹にクバを巻いて宿り木を育てたりもする。水を貯めたり、台風の風をよけたり、染料を取ったりと生活に
とけ込んだ樹木。これも葉っぱの小さめな赤木と比較的大きな白木があって、葉の小さい赤木は色の濃
い染料が取れるため、琉球王朝への献上布はもっぱら赤木で染められたそうです。
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6 月 23 日（水）第 30 回（通算 2904 回）例会記録

◆ 会 長 挨 拶：森 田 安 高 ◆

今年度の活動報告（各委員会）

グループで Slack を立ち上げる必要が御座います。リンクに入りま
すと、どちらのメールアドレスで承認するかの案内画面となります。
現在 Slack でお使いのメールアドレスで承認するか、或いは不都
合ではないメールアドレスで承認していただけたらと思います。お
すすめは同じメールアドレスです。同じメールアドレスだと、現年度

皆さんこんにちは。
皆さんの手元にあるガバナー月信に、ガバナーが石垣に来た時の
60 周年記念祝賀会の写真と花火の写真が載っていますので、是
非とも目を通して欲しいと思います。また、今年度はスタートから休
会が続き、最後の方も 60 周年記念事事業が終えたあとに石垣の
クラスターが発生して休会が続きました。このタイミングで新旧の理
事会を行ったというのも本当に異例でほんとは今月の頭にする予
定でいましたけれども、例会も休会が続いたということでこういう形
になりました。来週が納会となります。今日の新旧合同理事会のな
かでも皆さんの意見をいろいろ聞きました。納会を夜間例会でお
酒を入れてとのいろんな意見があるなかで、やはり企業的にまたロ
ータリーの組織としてはどうかという意見もありました。私の意見とし
て、納会を昼間にして、アートホテルさんのこちらの場所をお借りし
てノンアルコールビールで皆さんと乾杯を捧げながらでの納会とい
う形でやりたいと思います。追って、大田プログラム委員長から文
書が届くと思います。出席率も気にしていますし、いろんな会合に
出るのも会社的に大変だと聞いております。そんな中ですので、最
終の夜間例会を昼間に行いたいと思いますので是非ともご協力の
ほど宜しくお願い致します。その時に私の一年間と 60 周年の想い
を伝えたいという事と、次年度の黒島会長にもお話しさせて頂きま
したけれども、60 周年のぶがりなおしを 7 月の緊急事態宣言明け
の 7 月末、8 月の頭とかのどちらかにスケジュールを作って貰って、
皆さんと 60 周年の記念事業の反省会もまとめてやりたいと思いま
す。東京上野ＲＣから 4 合瓶の日本酒が一ケース送られて来てい
ます。お酒を飲める次期を見計らって反省会でみんなと一緒に交
わしたいと思いますので、その節は宜しくお願いいたします。皆さ
ん本当に一年間ありがとうございました。

◆幹 事 報 告：東上里 和広◆
皆様こんにちは。先ほど 11 時半より、今年度最後の理事会を無事
に終えることができました。今年度の決算報告と、次年度の予算案
と委員会活動、年間計画の議案が承認されましたことをご報告い
たします。60 周年記念事事業の際に米山奨学会へ寄付をいたし
ました。そのお礼にクラブ創立記念特別寄付の表彰の盾が贈られ
て来ております。また 6 月は緊急事態宣言が発令され、今年度最
後の月であったのですが、対面での例会ができなく、ようやくでは
ありますが、最後に対面での例会ができたことに、嬉しく思っており
ます。本当に色々あった一年で、皆様にご迷惑をお掛けしたかと
思いますが、私自身 RC を大きく学べた一年となったことに、石垣
ＲＣの役員・理事・会員の皆様を初め、事務局の君澤さんやアート
ホテルの皆様にお力添えをいただき、役不足ではありましたが、ど
うにかやりきることができたかと思っております。次年度も何かとご
指導をいただくことが多くあるかと思いますが、何卒宜しくお願い申
し上げて、今年度最後の幹事報告とさせていただきます。本当に
一年間、ありがとうございました。

◆会員・委員会からの報告◆
吉田貴紀次期幹事：現年度で現在利用してる Slack は、データ容
量が１年間で満杯となってしまう為、新年度は新たに別の石垣 RC

の Slack と次年度の Slack が画面左上の RC アイコン切り替え可
能となります。また、７月からは基本的には新しい Slack で情報な
どはご案内できればスムーズに次年度が引き継げると思っておりま
す。作業はすぐ終わりますので、少し隙間時間がある時にご承認
いただけたらと思います。また、不明な点がありましたら私幹事まで
連絡いただけたら対応させて頂きます。お手数ですが、どうか今月
中のお早めによろしくお願い致します。
橋本孝来危機管理委員長：ワクチンを 1 回摂取された方というのは、
獲得する抗体値が 30 位と言われていまして、ワクチンを 2 回打つ
とだいたい 2000 倍ぐらいになります。それがどれ位続くのかという
のは、今のところ半年分が新しいデータなので、半年は持っている
というところまでしか根拠を持っては言えないですけど、恐らくもう
少し長く続くであろうと言われています。あとは変異株に対する抗
体はワクチンの有効性は、ファイザー制のデータでは充分にあると
いうふうに言われています。データがきちっとないもんですからコロ
ナに感染した人は打たなくていい、あるいは 1 回打てばいい、いや
2 回打たなくてはいけないといろんな意見が交錯していますが、問
題がなければ 2 回打たれた方がより安心ではないかなと思います。

◆今年度の活動報告（各委員会）◆
SAA 委員長：吉田貴紀氏 一年間、SAA の委員長をさせて頂い
て、例会の年間スケジュールがコロナ禍において、なかなか予定
通りいかないというのがございました。その中で委員会といたしまし
ては、会員メンバーに対しまして安心・安全な例会を心掛けるという
なかで、例えば親睦の握手の割愛だったり、食事の時には距離感
を持った例会の運営を心掛けて参りました。一年間でありますから
委員会のメンバー、新垣精二さん初め、玉城力さんそして大本綾
子さんには何度も司会をお願いして本当に支えて頂きました。仕
事で私の方がどうしても例会に参加出来ないという事がありました
けれども、そんななかでも快く引き受けてくださり、何とか例会も回
すことが出来ました。ただ、6 名の委員会でございますので全員が
委員会に参加をして、そしてチームワークを全てのメンバーに組め
たかにつきましては、課題が残るところではございます。ただ、例会
を定刻通りにする事につきましては概ね達成出来たかなと思って
おります。結びになりますけれども、この機会を与えてくださいまし
た森田会長初め、東上里幹事そして一年間支えてくださいました
委員会のメンバーに心より感謝申し上げ、SAA 委員長としてのご
挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
プログラム・親睦委員長：大田次男氏 今年度取組みについて結
果を報告申し上げます。今年度方針として、会長方針を意識した
プログラム作りをしようという事で取り組んで参りました。取組みの殆
どは、新型コロナの感染の影響を受けてプログラム日程の変更が
多かったです。しかし会員の皆様のご協力もあって無事、最後まで
有意義になるようなプログラムを執行されています。特に６０周年事
業におきましては、周年事業実行委員会と連携し多くの会員が参
加協力できた事が一番の、喜びです。次年度もこの勢いで、プログ
ラム委員会も新型コロナ防止対策を施し、会員一同が一緒になっ
て各種取り組みができる事を希望します。年間プログラムを作成・

実行するにあたり、２ケ月に１回のペースで委員会を開催しており、

き委員長を承っておりますので宜しくお願い致します。

本日も最終の委員会を開催します。年間 6 回の委員会を開催致し

会員増強委員長：宮良幸男氏

ました。前回委員に早めに馴染めるようにと、新入会員卓話を優先

長のテーマ「心機一転」を基に、若い会員を入会させる意気込み

したプログラムとして実施致しました。その結果、各人のキャラクタ

でしたが、昨年から続く新型コロナウイルス感染症が石垣市でも拡

ーが表現されて和やかな例会が開催されたなと思っております。ゲ

大し、会員増強に向けての積極的な取組みが叶わなかった。また、

スト卓話につきましては、予め決めて準備はしたんですが、全てコ

二人の候補者もいたが、会員選考委員会へ推薦状を上げることが

ロナの影響で日程変更が頻発して日程調整が非常に困難であっ

叶いませんでした。新年度の東上里会員増強委員長のあとはお任

たという事です。11 回予定していたゲスト卓話を 8 回はしておりま

せしたいと思いますので宜しくお願い致します。今はコロナで緊急

す。RI 月間にシンクロして、担当委員会からの卓話も考えましたた

事態なので、去年の暮れから一人、二人は入れないといけないな

が、それも会員卓話等との調整の中で実施できませんでしたので、

と考えていたんですけど、なかなか足が運べなくて、自分の経営も

次年度は是非、RI 月間に準じた日程で各担当する委員会からの

厳しいのに、多分みんなもコロナで自粛してて厳しいのかなと思っ

スピーチ等があればいいかなと思っております。親睦会について

てなかなか行動が出来ませんでした。

こんにちは。今年度は、森田会

はほぼ出来ず、昨年末も寂しく終わる事は避けたいなという事で、

会員選考委員長：前木繁孝氏

小林会員による願掛けをしたイラストをあしらった「記念ボトル」を会

員長よりお話しがありましたが、実は推薦は一人は上がったん

員酒造所で作り、全会員へお渡し無病息災の新年を迎えるという

ですね。そして職業分類としても初めての職業分類だったので

事が出来た、最後の取組みでありました。全てはコロナのお陰を持

非常に喜んだんですが、私、上勢頭委員、大濵達也委員の 3 人

ちまして、計画がスムーズに行かなかったという事でした。それでも

で共有し合って「良かったね」というお話しだったんですけれ

委員会としは、いろいろ試行錯誤しながら取り組んで参りました。皆

ども、実は本人から急遽の申し出で、辞退をさせて下さいとい

さんのご協力に御礼申し上げます。ありがとうございました。

うことで入会が直前になって叶わなかったという事がござい

情報広報委員長：山下暢氏 お手元にもございます週報表紙に、

ました。増強委員会として宮良委員長に頑張ってもらいました

「森の名人、トマイさんと森の木」のシリーズを文章を作って

けれども今回はこのような結果になって、我々選考委員として

掲載させていただきました。島の財産のひとつとして、八重山

も残念だったなという事でした。上勢頭保さん、大濵達也さん

ただいま、宮良幸男会員増強委

の島の木を皆さんにも再認識して頂けたかなと思います。ただ、 と共に一年間、会員選考委員として在籍させていただきました。
コロナで例会が少なく、週報の発行部数も少なくなりましたの

本当にありがとうございました。私も昨年度から続いて、同じ

で、30 回で終わってしまった事が日の目を見ない記事が発生

メンバーでさせて頂きました。新年度には、東上里会員増強委

してしまったことが少し残念に思います。次に、これも出来な

員長にお願いしながら、会員選考委員長になられる遠藤さんに

かったですけれども、新入会員のオリエンテーション再開に向

バトンタッチして、ぜひまた活躍して頂きたいと思います。い

けて、ロータリー関連の映像や説明資料を整えて、遅ればせな

ろいろありがとうございました。

がら入ったあとではありますけれども、一応オリエンテーショ

職業奉仕委員長：前原博一氏

ンを行いたいという風に計画はしていたんですが、これもなか

員会も開催する事がなく終わってしまいました。ただ唯一、

なか進まず、もう皆さん私も含めて入られて一年は経っていま

2/17 にフサキリゾートさんの方に職場訪問した事が活動にな

すので、次回、新しく入られる方から実行して行きたいという

ります。この時期も、実際に訪問が出来るか出来ないかと検討

今年度の活動は、ご覧の通り委

ふうに思っております。当クラブのフェイスブックについては、 しましたけれども、結果ホテルの適切な感染対策もありまして
今まで事務局の方に任せっきりになっていましたけれども、今

無事に訪問する事が出来て良かったなと思っております。終わ

年度の 2 月より登録基本情報の整理をさせて頂きまして、定

ったあとも 2 週間ほど、感染者が出ないかと自分なりにハラ

期的な投稿更新をいまさせて頂いているところでございます。

ハラ過ごしましたけれども無事に終わって良かったと思いま

これにつきましては、第 2580 地区公共イメージ向上委員会か

す。今年度はこの活動一つだったですけれども、また次年度の

らのご指示がありいましたので、それに沿って、ロータリーを

委員長に向けてがんばります。ありがとうございました。

広く知ってもらう目的としてフェイスブックを扱う、更にロー

社会・青少年奉仕副委員長：松尾和彦氏

タリーの外へ向けての発信をして頂きたいと、簡単に言うとロ

私が代理でご報告申し上げます。今年度はロータリー財団地区

ータリーの内輪だけど分かるような記事ばかりでは、決して外

補助プロジェクトを利用する事業予定がありませんでしたが、石垣

の方々は興味を持って頂けないという教えがありましたので、

市公営塾への補助金贈呈式を令和 3 年 3 月 23 日大濱信泉記念

委員長が欠席なので、

ロータリーの中の出来事に加えて、我々でしたら石垣島や八重

館で行った。次年度のロータリー財団地区補助金プロジェクトにつ

山の季節の事や近隣の出来事、こういったものを投稿を含めて

いて次年度会長と調整した。竹富小中学校にある「指田文庫」への

その中にロータリーの出来事をいくつか放り込んでいくとい

寄付は、当クラブ創立 60 周年事業として行った。その他委員会等

うような形の投稿をいま始めておりますので、ぜひご覧頂いて

の開催は、コロナ禍により開催出来ませんでした。

「いいね！」やフォローをして頂きたいと想います。皆さんの

国際委員長：仁開一夫氏

こんにちは。今年は台北の予定だっ

企業のページとかもあると想いますので、そこからいいね！や

たのですが、近いので沖縄分区や石垣ＲＣは姉妹の台北大同や

フォローをして頂くことによって、それが更に輪が外に広がっ

友好の台東東もあるので 20 名ぐらい行けるかなと思ってたん

ていくというふうに思っております。ぜひ一度、私どものフェ

ですけど、コロナのせいで身動きが出来なくておじゃんになり

イスブックをもう一度見て頂いてご協力頂きたいというふう

ました。世界大会は毎年有りますけど、エントリーしておいて

に想います。来年度、名前は公共イメージ委員会として引き続

都合が悪くなったらキャンセルも出来ますから、申し込んだら

お金が返ってこないとかはありません。事務手数料は引かれま

かで、皆さんと対面でお話しすることが出来ず、また米山と一

すがキチンと返ってきますので、機会があれば行った方が良い

緒で寄付で賄っている財団で、皆様からの寄付は例会でお願い

と思います。何故かとゆうと日本全体で 34 分区ありますから、

する事が出来なくて、また夜間例会でも剰余金は頂ければなと

石垣だけで完結するならばそれはそれでいいと思いますけど、

期待はしてたんですけど、そういう事も叶わなくて予定通りに

外に出ていろんな縁があって巡り会いがあって親しくなれる

は行かなかったです。その中でも毎年、皆さんの会費から

場合がありますから、出来るだけ機会があったら外に出ていろ

Every Rotarian Every Year クラブ認証を受け、100％ロータリー

いろ勉強した方がいいんじゃないかなと思います。

財団寄付をして頂いている事に関してはとても感謝致しております。

米山奨学委員長：今西敦之氏

ポール・ハリス・フェロー認証も毎年 3 名ずつという事で予定しまし

皆さん、こんにちは。副委員長

に松田委員、先般亡くなられました池城委員と三名で米山委員

たが、これも同様達成出来ませんでしたので、次年度も引き続きさ

会をやって参りました。委員会開催は、令和 2 年の 6 月そし

せて頂こうかと思っております。地区補助金プロジェクトは、今年度

て今年の 1 月と 2 回の委員会を開催させて頂きました。内容

は与那国島の中学校への伝統文化楽器の寄付は頂けるという事

については、寄付金の募集についてそのような形で組んでいく

でしたので、次年度の社会奉仕のプログラムに入れて頂けると思い

かというのが大きな議題になりました。活動としましては、次

ます。次年度もロータリー財団の委員長になりましたので、出来な

世代を担う米山奨学生育成のための奨学金の寄付を皆様から

かったことを次年度に続けてさせて頂こうと思いますので宜しくお

ご協力頂いたことに深く感謝致します。また、クラブ寄付とし

願いいたします。

て 60 周年祈念の時に 10 万円の多額の寄付を米山奨学委員会

危機管理委員長：橋本孝来氏 私の方針でもありましたけれども、

の方にご寄付頂きました。そして特別寄付として 7 名の方に

社会的な影響とか社会性については、会長、幹事、副会長が考え

ご寄付を頂いております。森田会長、橋本委員長、大浜勇人委

ればいいと思っていましたので、どっちかと言いますと医学的検知、

員、池城委員そして私と松田委員、そして大濵達也会員にも多

科学的検知での情報を幹部に流す。それと国がこうしてる或いは

額の寄付を頂きました。本年度、米山委員寄付といたしまして

県がこうしている、やはり石垣はちょっと状況が違うシーンも沢山あ

は、合計 550,000 円の寄付を米山奨学生の方に寄付させて頂

りまして、そういう意味では石垣島に沿った提言が出来て実行が出

いた事をご報告させて頂きます。次年度は、松田副委員長が米

来ればいいかなというふうに思ってやって参りました。60 周年のあ

山委員会の委員長として活動されて行きます。今後とも米山奨

の時は、まさに 4/30 のスケジュールを設定されたのがピンポイント

学生の為にご理解とご協力、ご支援のほうを宜しくお願いいた

で素晴しかったなと思っております。次年度もまた同じ役割をさせ

します。一年間ありがとうございました。

て頂きますので宜しくお願いします。

ロータリー財団委員長：南波正幸氏

今年度はコロナ禍のな

～例会風景～

本日のニコニコ
✩森田安高氏：新年度役員の皆さん、次年度は宜しくお願い致します。 ✩上勢頭保氏：今日は慰霊の日 平和が続きます
ように祈ります。✩南波正幸氏：森田会長、東上里幹事 最終理事会 御苦労様でした。✩新賢次氏：今年度の役員の皆様
森田会長はじめ１年間お疲れ様でした。有難うございました。✩黒島剛氏：各委員長の皆様 東上里幹事、森田会長 一年
間お疲れ様でした。✩東上里和広氏１年間ありがとうございました。✩宮良薫氏：父の告別式に多くの方々に来て頂きありが
とうございます。無事 49 日を終えました。✩大田次男氏：上勢頭さん 長年の商工会活動お疲れ様でした。地域の教育活動
もお疲れ様でした。✩今西敦之氏：森田丸、港が見えてきました。無事、着岸しますように。上原晃子パスト会長ありがとうご
ざいました。✩吉田貴紀氏：１年間お疲れ様です。ありがとうございました。

◆BOX￥11,000（累計￥217,418） ◆コイン￥2,122（累計￥62,133）合計￥279,551
新城 永一郞 氏 10 日（木） 前原

博一 氏 22 日（火） 中山

義隆 氏 26 日(土)

