2021 年（令和 3 年） 5 月

19 日（水）第 28 回例会（通算 2902 回）

国際ロータリー第２５８０地区

会長：森田

安高

副会長：黒島 剛

幹事：東上里

広和

副幹事：吉田

貴紀

今月のロータリーレート 1$￥110
創立年月日：1962 年 3 月 12 日
今年度創立 60 周年

◆クラブテーマ◆【

2020-21 年度

心 機 一 転 】

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：フクイキ

和名：ウラジロエノキ

葉の裏が白い木で、大木になるそうです。山の中で説明を聞きながら、どれも同じ幹に見えるので、
戸眞伊さんに見分け方をたずねると「葉っぱを見るんだよ」と教えてくださりました。なるほど、葉っぱ
の見た目が名前の由来なのですね。
少し赤みがかったきれいな木目は、とても軽く、カラスザンショウと同じく下駄などに使われることが
多かったそうです。
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5 月 12 日（水）第 27 回（通算 2901 回）例会記録 会員卓話：玉城 力 氏

◆ 会 長 挨 拶：森 田 安 高 ◆

緯を説明して届けるようにと手配をいたしましたので、ご理解
のほどよろしくお願い致します。今日の理事会において、60
周年事業の決算書（案）の報告がありました。改めて確定し
た決算の報告は事務局からあると思います。また、記念誌の

皆さんこんにちは。

作成にあたり作成委員会も決まりました。年度内に皆さんに

先日、貞光さんの葬儀に参列した時に、代表焼香ということ

配布できますように急ピッチで進めていきますので、ご協力

でご指名を受けて焼香をしてきました。まさかの出来事で、

のほどよろしくお願い致します。スケジュールと致しましては、

親睦の夕べの船の中や式典・祝賀会の会場での笑顔が今

6 月の中旬頃にデータを印刷会社に入稿して 6 月末完成と

でも忘れられません。人ってそんな簡単に亡くなってしまうの

いう目的をもって進めて参ります。

かなというのを実感致しました。本人も 60 歳手前で私よりも

◆会員・委員会からのご報告◆

二つも後輩で、ロータリアンとして一生懸命頑張り、幹事を 2

60 周年記念実行委員長：前木繁孝氏 皆さん、先日は 60

回も務め会長候補は彼だったはずなんですが、前年の幹事

周年記念事業に際しましては、ご協力を頂き本当にありがと

を終えて少しゆっくりしたいということの経緯もありました。彼

うございました。今後、反省会とかの計画があるならばその

はロータリアンとして、仕事も一生懸命頑張ったという事は皆

中の席上でしっかりご挨拶をさせて頂きますけれども、まず

さんもお分かりだと思います。妹さんが最後のご挨拶で、兄

は記念式典が終わって最初の例会ですので、この場で実行

の笑顔を時々思い出して下さいと話しておりました。是非とも

委員長である私からご挨拶させて頂きたいと思います。石垣

ロータリアンの皆さんも、例会の時でもいいですので彼の笑

クラブの会員の皆さん一人一人が、前向きで是非やろうと強

顔を思い起こして欲しいと思います。ご冥福をお祈り致しま

い気持ちで、私たち実行委員会の背中を押してくれて無事、

す。また、60 周年記念事業では、親睦の夕べから式典・祝

成功裏に終えたこと本当に嬉しく思っていますし、ホットして

賀会、2 日間にわたり皆さんに御苦労をおかけ致しました事

いるところでございます。役員の皆さんも本当に一生懸命や

をお詫び申し上げます。ガバナーの方からも、自分が予想し

って頂きました。そして会員の皆さんも、我がクラブここにあり

ていた以上に素晴しかったというお言葉を頂きましたし、先

と強い気持ちをもって一緒になって参加をして、いろんなも

に帰られた嶋村さんからもメールが届いておりましたのでご

のを作り上げて頂きました。そして約 2 日間に渡ってその事

報告致します。この事業に関しては、夢にも出てきましたし、

業が遂行され、そしてお迎えもして無事にお見送りもできた。

本当に皆さんが間際まで一生懸命頑張って頂いて、急遽変

それから我々会員も一緒になって先輩方の偉業を考えなが

更した部分もありましたが、そういう部分も含めて皆さんのご

ら進んでいくことができたということは本当に良かったなと思

協力でスムーズな進行が出来たと思っています。天候にも恵

っています。新本直前ガバナーからも先日、連絡を頂きまし

まれ、祝賀会も 20 時に終わる予定が 20：30 までになり、そ

た。凄く素晴しい式典で感動しましたという言葉と、その式典

の 30 分後に花火を見ることも出来ました。その花火に関して

の中にロータリーの心がたくさん詰まっていました。そして、

も私のところにいろんな方からメールも電話もあり、こういう時

その後の祝賀会にも沢山のロータリアンとしての想いを沢山

期に元気をもらったという言葉も頂きましたのでご報告致しま

添えてくれました。ありがとうございました。本人は石垣市出

す。また役員の皆さまも本当にありがとうございました。予算

身だという事で凄く誇りに思ったということを、ぜひ会員の皆

的なものを理事会で議論致しました。今回は急遽、全員が

様にお伝え下さいと、言付かりましたのでお伝え致します。ま

PCR 検査を受けようとなり、今日、正式に橋本先生から請求

た、ぜひ反省会を計画しながら、その席上でみんなでお話し

額が決まりました。司会や演者のスタッフへもお願いしており

ができればいいなと思います。まずは、本当にありがとうござ

ますので、そういった方へは代金は頂けませんので、その一

いました。ということで 60 周年記事業の実行委員長としての

部は会費からまかないながら、PCR 検査を受けた会員の皆

お礼をさせて頂きたいと思います。また、20 年以上の継続会

さんは一人 5 千円の負担ということが理事会で承認されまし

員の皆様、おめでとうございますと同時に感謝を申し上げま

た。橋本委員長からは 6 千円のロータリー特別料金にして頂

す。ありがとうございました。

きました。クラブでまとめてかりゆし病院へお支払い致します

仁開一夫氏 こんにちは。橋本先生のかりゆし病院に関する

ので、事務局まで納めて頂きますようお願い致します。これ

事ですが、5/1 にかりゆし病院の奥の方の駐車場に隣接して

からまた、反省会もあるということですので、時期を見定めて

調剤薬局をオープンいたしました。これは上野 RC の大野さ

したいと思いますので宜しくお願い致します。60 周年事業に

んの会社でファーマライズという会社でありますが、一部上

際しましては、本当にありがとうございました。

場で大野さんはガバナー補佐までした方です。ファーマライ

◆幹 事 報 告：東上里 和広◆

ズとロータリアンの結びつきで橋本先生、尚且つ測量には遠

まず始めに、池城貞光会員のご冥福を心からお祈り致しま

藤さん、設計には南波さん、建築には前木組と全てロータリ

す。また葬儀に当たり供花を手配しておりましたが、葬儀屋

ーで仕切ってオープンさせます。私は何をするかというと、処

さんとお花屋さんでトラブルがあり、葬儀当日に出す事が出

方箋をもらいに 10 分ぐらい車に乗って行って、薬の売り上げ

来なかった経緯があります。その日のうちにご家族の方へ経

に協力しないといけないなと思っていますから、皆さんもぜ

ひ何かあった時には協力して頂ければ有り難いなと思いま

にいましたけれども今は営業所にいます。支社という位置づ

す。かりゆし病院の中の一番奥のほうに前木組が綺麗に造

けで言いますと、与那国も含めて八重山地区の総括責任者

ってありますからよろしくお願います。

として、空港も含めて見させて頂いて、そこに営業や広報、

南波正幸氏 ロータリー財団から、2019-20 年度の 100 ㌦

渉外担当窓口をさせて頂いています。4 月に来ていきなり減

100％クラブということで「Every Rotarian,Every Year」クラ

便をして、この一年間、仕事では何もなく過ごしているなかで

ブのバナーを頂いておりますのでご報告致します。

も、せっかく八重山にいますので観光にも出かけました。春

会員卓話：玉城 力 氏

の闘牛大会があり、初めて闘牛大会を見ましたが、迫力があ

日本トランスオーシャン航空(JTA)
八重山支社長（兼）八重山営業所長

って面白いなと思いました。去年も今年も、ヤエヤマヒメボタ
ルも見ました。去年の緊急事態宣言が終わって、さあ離島に

◆テーマ◆コロナ禍における沖縄観光について

も行けるよって時にタイミングが良かったので、浦内川のさが

皆さんこんにちは。昨年の 6 月に入会し、順番としては最後

りばなを見に出かけたり、崎枝半島の屋良部岳の絶景スポッ

のほうの卓話で今日になっております。プレゼンもあまり得意

トにも会社メンバーと一緒に行って、石垣島を堪能し楽しん

ではないですが、テーマを何にするのかと考えたところあり

でおります。年に 1 回ほどなんですが、石垣空港事務所に

ふれたものになってしまっていますけれども、コロナ禍でいろ

ハブも発見されます。那覇では見る事はないので、空港内

んな事がおこっているので、私は観光の部分に近という事も

でハブを見るのも珍しいという事で、写真を撮って皆に見せ

ありこういうテーマにさせて頂きました。拙いない内容も沢山

たりしました。当社の 2019 年度の実績は、年間の売上が約

ありお聞き苦しい所もあるかと思いますが時間ギリギリまでよ

86 億円の営業利益が出る会社であります。お陰様で皆さん

ろしくお願い致します。まずは自己紹介ですが、1990 年に

にご利用頂いて業績も良い状況であります。2020 年度と今

当時の南西航空(株)に入社をさせて頂きました。生まれは

年もですが、かなり厳しい状況になっています。従業員数は、

1965 年なので少し学生時代遊びながら 2 年ほど送れて会

パイロット、客室乗務員、整備、地上職合わせて約 800 人ほ

社に入らせて頂きました。去年が丁度 30 年で、その 30 年を

どの社員です。飛行機は 737-80 型機が 13 機ございます。

振り返ってみますと、去年の 4 月に石垣に赴任して来まして、 お客様にご利用頂いている人数が 291 万人、貨物では 2 万
いきなりコロナの緊急宣言がありました。何も出来ずに 1 年

9 千人㌧ほどお運びさせて頂いております。3 月の末からの

間を過ごしたなという中で、今回の内容は少しかいつまんで

路線については、羽田、宮古、名古屋は春休みや GW,夏休

振り返りをしながら私がしてきた事を含めてご紹介させて頂き

み、冬休みに運行し約 70 便を 13 機で運航をさせて頂いて

たいと思います。1990 年に南西航空(株)に入り、社名が変

います。1967 年に南西航空を設立して 1993 年に日本トラ

わりましたのは 1993 年なので、3 年間ほどは南西航空(株)

ンスオーシャン航空へ社名変更、県内路線から路線拡大し、

でした。先島の皆さんは馴染みが深い南西航空(株)だと思

うちなーの翼へ。ビジョンとしては「沖縄に一番必要とされる

います。最初は那覇空港に配属になり、当時の那覇空港と

フルサービスキャリア」という位置づけで①高い品質・サービ

今の那覇空港では全く違っていて、本土行きのターミナルと

スをお客様に提供し、選ばれ続ける②採算性を維持し、い

離島行きのターミナルが分かれていた小さな離島行きのタ

かなる競争環境においても存続し続ける③地元沖縄に根ざ

ーミナルの中で仕事をさせて頂きました。それから 5 年ほど

し、地域から愛される存在であり続ける 。というビジョンをもっ

空港にいて、後半は管理系なんですがそれまでは空港だっ

て活動をさせて頂いております。その一つとして、うちなーの

たり営業のセールだったり客室乗務員のスケジュールを管

翼として、飛行機の前の座席は、クラス J ということで少し

理している部署にも 3 年ほどいました。当時、組織替えをす

広々とした座席になっていまして、そこのヘッドレスカバーに

る前だったので、私どもの客室乗務員は 250 名ほどいます

は紅型を使っています。半年に一度、カバーを変えていま

が、私の下に 250 名の客室乗務員がいたような組織にいた

すが、本島の紅型の工房の皆さんにご協力頂きながら使わ

事もあります。2014 年には(株)JALJTA セールス販売部長

せて頂いております。島くとぅばの積極的な活動として、ご搭

（出向）、その後また営業に戻ってきて 2017 年 7 月には人

乗の御礼とご利用頂いた御礼を客室乗務員がアナウンスを

財部長、2019 年 4 月に総務部長、2019 年 4 月に八重山

しております。かりゆしウエアも、だいぶ前からではあります

支社長（兼）石垣空港所長、全部が 1 年ほどでの配属で

が、我々地上のメンバーだけではなくて、客室乗務員もパイ

2021 年 4 月八重山支社長（兼）八重山営業所長⇒主に与

ロットも紅型のデザインが入ったものもかりゆしウエアとして

那国を含む八重山地域の総括責任者で広報や営業、渉外

着ております。地域貢献活動では、首里城が火災にあった

窓口を担当。皆さんもご承知の事と思いますが、我々サラリ

時には、再建応援のシールを飛行機に貼って運航したり、

ーマンは、仕事していくうちにいろんなものが溜まっていくの

世界自然遺産登録応援活動、自然環境保護の取組みとし

ですが、異動する時に捨てていけるので、短いスパンで異動

て、希少動物-輸送禁止植物の研修会も開催いたしました。

するとなかなか肩も軽くて気軽な、たまたまですが 1 年とかは

世界自然遺産登録に向けてのムーブメントを JAL グループ

あまりないのですが、1 年で変わらせて頂いているので楽し

メディアでの発信もしております。2020 年～今、何が起こっ

いサラリーマン生活をさせて頂いています。3 月までは空港

ているのか。日本では、昨年 2020 年 1 月に初めての感染

者が出て、全国で感染が拡大し、これまで政府や沖縄県に

何万人でしょう？答え：約 1,016 万 3,900 人（歴代最高）②

よる「緊急事態宣言」や「まん延防止等措置」が何度か発令

昨年 2020 年 1 年間に沖縄を訪れた観光客は何万人でしょ

らされてきましたが、現在も第 4 波の感染拡大といわれてお

う？答え：約 373 万 6,600 人（2019 年の約 37％、1997 年

り、感染が治まる気配がなく、我々としては難しい 1 年だった

の 386.7 万人以来の水準）③一昨年 2019 年 1 年間に八重

し、今もその状況が続いているところであります。人々の異

山を訪れた観光客は何万人でしょう？答え：約 148.2 万人

動・行動の制限など行動の変容（ニューノーマルな生活様式） （歴代最高、石垣市の人口の約 30 倍）④昨年 2020 年 1 年
が求められている状況にあると思います。我々航空会社で

間に八重山を訪れた観光客は何万人でしょう？答え：約

は、コロナの対応という事でフェイスガードやパーテイション

65.1 万人（2019 年の 44％、2011 年の 66.0 万人以来の水

を購入したり、機内では抗菌のコーティングを実施したり、タ

準）というレベルまで下がっている状況です。八重山の観光

ッチパネルを非接触型に変えたりというような事をしており、

の魅力。約 4 時間圏内というところでは、上は札幌から下は

安心・安全・清潔にというキーワードで空港も皆様に安心し

バンコク、中国と観光にとってはベストなポジションにあると

てご利用頂けるように準備して備えています。機内の浄化に

思いますし、コンテンツについても、星やダイビング、マリンス

ついても、3 分に 1 回はフィルターを通って新しい空気も流

ポーツも含めていろんなものがありますので、コロナが収束

れております。PCR 検査も飛行機に搭乗する前にご利用頂

すればお客様は戻って来ると思っております。我々が今でき

こうということでサービスも始めております。最後にここでクイ

ることをしながら、コロナに負けずに頑張っていきましょう！

ズです①一昨年 2019 年 1 年間に沖縄を訪れた観光客は

ご清聴ありがとうございました。しかいとみーふぁいゆー！

～例会風景～

いつもご利用いただきありがとうございます
～石垣空港での朝のご出発お見送り風景～

本日のニコニコ
✩森田安高氏：玉城さん会員卓話ありがとうございました。60 周年終えて！みなさんに感謝！ありがとうございました。✩宮良榮子氏：60 周
年 会長初め役員の皆様お疲れ様でした。感謝!✩南波正幸氏：60 周年 皆さんお疲れ様でした。✩前木繁孝氏：玉城様、本日の卓話楽し
みです。✩橋本孝来氏：祝賀会、感染者なしで終わり皆様のご協力に感謝です。✩黒島剛氏：玉城力さん卓話ありがとうございます。又、
60 周年式典・祝賀会お疲れ様でした。✩大田次男氏：皆さま周年事業の取組みお疲れ様でした。✩今西敦之氏：60 周年式典・祝賀会、

会員の皆様ご苦労様でした。故・池城会員に合掌✩吉田貴紀氏：玉城さん会員卓話お疲れ様でした✩山下暢氏：玉城さん卓話ありがとう
ございました✩宮良薫・東上里和広・大田次男：割り勘のお釣りをニコニコします。

◆BOX￥14,000（累計￥200,418） ◆コイン￥2,895（累計￥57,372）合計￥247,790
仁開一夫氏 3 日（火）宮城隆氏 6 日（木）漢那憲隆氏 14 日（金）大浜勇人氏 15 日（土）宮脇秀至氏 25 日（火）

