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2020-21 年度 ◆クラブテーマ◆【

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「ハズキ」
石垣方言：ハズキ

和名：ハゼノキ

ハゼノキは日本でも自生している数が少なく、沖縄県では数少ない、紅葉する木です。
大木になり、固い木なので材木向きだが“くせ者”。ウルシ科の木なので作業中に肌がかぶれてしまう
職人さんも多くいます。
実から出る油はポマードの原料などとして使われ、昔はよくお相撲さんの髷を結う材料として本土に
送っていました。

7月
≪司会進行：吉田
ロータリーソング：奉仕の理想
ソングリーダー ：松尾

15 日（水）例 会 報 告

四つのテスト

和彦

ゲ ス ト：安里政晃ガバナー補佐

名嘉義明分区幹事

ビジター：轟 一盛様（那覇東 RC）

津嘉山

メー ク ア ッ プ：宮良

昌道

榮子

小林

★7 月のプログラム 会員卓話：吉田貴紀氏
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★8 月のプログラム ゲスト卓話：江田一也様（沖縄県八重山警察署長）
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7 月 15 日水）第 3 回（通算 2877 回）例会記録

◆ 会 長 挨 拶：森 田 安 高 ◆

皆さんこんにちは。
安里ガバナー補佐・名嘉分区幹事、当クラブへの訪問ありがと
うございます。この後、急遽安里ガバナー補佐には卓話をお願
いしたということで石垣に来た時には必ず卓話があるということ
でよろしくお願いいたします。今日はカプリコンでも懇親会があ
ります。これから一年間をやっていくことにガバナー補佐の方か
らいろんなお話しを聞きたいと思っておりますのでよろしくお願
いいたします。今、世の中では東京、大阪、福岡などいろんな
首都でコロナが発生して大変な状況になっていますが、国が勧
めている 7/22 から GoTo キャンペーンがあります。沖縄県は注
目の的で海外に出られないお客様が国内の一番南の沖縄県
に予約が殺到しているという話しも聞こえてきています。これか
ら第二波、第三波という状況が出てくる事と思います。石垣 RC
の組織図に「危機管理委員会」というのを立ち上げました。直前
の会長幹事が委員長と副委員長で次年度の会長幹事に委員と
いたしました。独特ではありますが、石垣島は離島で病院はコロ
ナの受入れ態勢も 3 症しかなく臨時で 9 症に増えたこともありま
したが、石垣島から更に離島に行くと医療体制がなく八重山と
しては危機感を持っている状況であります。私は船会社をして
いますが、コロナが出て 4 月から 7 月まで減便をしていました。
ようやく 6 月の中旬頃から少しずつ増やして今、通常の 6 割ぐ
らいまで増やしています。お客様は飛行機の直行便で石垣に
入って来ていますし、サーモグラフィはありますけれども、その
対応の仕方も強制的なものはないものですから危惧していまけ
れども、船の方も受付に竹富町が設置したサーモグラフィがあり
ます。あとはスタッフが船の乗り場で検温チェック、消毒をして
厳重にはやっていますが、島民からはびっくりするような意見も
あります。その一例に「島の人と観光客の船を分けてくれ」という
話しも出て来ました。さすがにはそれは無理だなと、でもこれが
離島に住んでいる方の本音だということは感じております。私た
ち船会社としても 3 密を避けるようになるべく大きな船を出すよ
うに努力はしていきます。これからも安心な運航をしていきたい
と思っております。毎回コロナの話しになりますけれども、でも
With コロナでコロナと共にこれからやっていかないといけない
ですから、当クラブとしても意識を持って会を遂行していきたい
と思いますので、皆さんのご協力をお願いいたします。このあと
の卓話、安里ガバナー補佐よろしくお願いします。

「安里政晃ガバナー補佐訪問」

事です。議案内容は Slack にも上がっておりますのでそちらを
ご確認お願いいたし ます。 ロータリ ー米山記念奨学会か ら
2020-21 年度の上期寄付金のお願いです。前年度と同様に一
人/5 千円を見込んでおり上期の 2,500 円は 9 月頃の送金を予
定しております。普通寄付金に対する税制上の優遇措置につ
いては、データにて送金日と会員名をお送りいただくことで対
応となります。クラブ運営についてのアンケートと国際奉仕に関
するアンケートが届いておりますが、国際奉仕委員長の仁開さ
んと事務局と話し合いの上、纏めて提出させていただきますの
でご了承のほどよろしくお願いいたします。春日部西 RC より今
年度の会長幹事就任の挨拶が届いていました。会長に就任さ
れましたのは千葉和枝様、幹事に宮下知義様です。コロナの関
係で相互訪問が困難かもしれませんが、まずは健康管理を第
一に情報交換などで息の長い友好関係が続きますようにとメッ
セージを頂きましたのでご報告申いたします。本日 19 時よりア
ートホテル 13F のカプリコンで安里ガバナー補佐、名嘉分区幹
事、津嘉山さんを囲んで懇親会をもつことになっておりますので
よろしくお願いいたします。

🔹安里政晃ガバナー補佐訪問🔹
（那覇ロータリークラブ所属）

【今年度の活動方針】

今年度のガバナー補佐を仰せつかりました那覇 RC 所属の安
里政晃です。一年間皆さんと共にロータリー活動を頑張って参
りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私の出
身は那覇市ですが、母親が石垣出身で父親は台湾生まれでそ
のあと座間味村、石垣と育ち八重中、八重校の出身で途中で
転校したらしいですが、勝手に私は八重山人（やえやまんちゅ）
だと思っておりますので石垣島は本当に親しみを持っておりま
す。ガバナー補佐になりましたので目標として毎月一回は来る
と、出来なくても二ヶ月に一回は来たいなと思っております。お
酒も好きですのでその際にはお誘いさせていただきたいと思っ
ておりますのでお手すきな方はお付き合い頂ければと思います。
私は 2008-09 年度に 40 歳の年に RC に入会させて頂きまし
た。いま 52 歳でございますので、年度で言えば 13 年度目を迎
えており、実質 12 年間ロータリーをさせて頂いております。ご存
じの通り那覇 RC は沖縄で最初に RC として立ち上がったクラ
ブですけれども、私が入った当初は本土企業の支店長や支社
長が 20 人ぐらいで、2，3 年に一回任期を終えて転勤になられ
ますので、20 人ぐらいが 2，3 年に一回入れ替わります。それ
以外の 40 名ぐらいの方々は県内の重鎮の経営者が多くそんな
中にロータリーに入れと言われ、一人で入るよりも何人かと一緒
に入った方がロータリーも楽しめるのではないかと思い分区幹
事の名嘉さんと一緒に入会いたしました。10 年前の当時は 70
◆幹 事 報 告：東 上 里 和 広◆
代の方々が中心のクラブで、私が入った時の順番が 64 番あた
東京 RC 創立百周年記念例会兼祝賀会が中止となりました。本
りでしたが、今年の那覇 RC の番号が 6 番になりました。私より
来ならば 10/21 に開催予定としておりましたが、新型コロナウイ
前に入った方が 5 人しかいないというような新陳代謝が進行中
ルス感染拡大防止の観点から、国内外から広くご招待者に参
のクラブでございます。3 年ほど前にクラブの会長をさせて頂き
加いただくことを中止とし、クラブ会員のみで開催することが決
まして少しゆっくりできるかとも思いましたが、まだまだ人材が育
定し、皆様におかれましてはご多忙の中、ご予定・ご準備いた
っていないという事もあり毎年、何らかのいろんな役職をさせて
だいておりましたところ急なご連絡となり誠に申し訳ございませ
頂いております。たった 12 年といったロータリーでは若造であ
ん。とのメッセージが添えられていたことをご報告申し上げます。 るとは思いますが今期、那覇からどうしてもガバナー補佐を出さ
世界平和の鐘の会令和 2 年定期総会の「書面総会」決議報告
ないといけないということで指名されました。まだまだ力不足で
がありました。「書面総会」にて議決権行使書及び委任状で議
はございますが、一生懸命頑張って参りたいと思います。石垣
案第 1 号から 8 号まで承認となり本議案は可決されましたとの

RC が私の担当となりましたので一年間お付き合いいただけれ
ばと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。これからお
話しさせて頂くのは森田会長からもあったかとは思いますが、今
年の RI の方針、2580 地区のガバナーがどういったことを考え
て今年の一年間の活動をするのかを皆さんにご説明をさせて
頂きます。石垣 RC としても、心機一転というテーマのもと活動さ
れるということですので、その活動の参考にして頂ければと思い
ます。その前に橋本前会長、一年間大変お疲れ様でございま
した。石垣 RC の規模ですと会長をされるというのは一生に一
度で、小さなクラブですと何回か会長をする、させられるというよ
うな事もあると思いますが一生に一回の本当に素敵な一年だっ
たと思います。ただラストの 3 ヶ月でその集大成の準備を迎えら
れるところにコロナ禍の関係でキチッとした形で終える準備をす
るのもなかなか大変だったと思います。一年間頑張っていただ
いたお陰で、今期の森田会長がスタートできたと思いますし、橋
本会長を始め昨年度のスタッフの皆さんの頑張りだと思います。
私からも感謝を申し上げます。私が言うのもなんですが会長を
やったあとが本当のロータリアンになっていくのかなと思います。
会長をするとロータリーが何をやっているのかいろいろ勉強させ
られます。そこで本当のロータリーの醍醐味とかも分かってくる
と思いますので、会長をやったということで安心されることなく引
き続き石垣 RC のために、また地域のために頑張って頂ければ
と思いますのでよろしくお願いいたします。今年度のテーマは
「ロータリーは機会の扉を開く」というのを掲げられています。毎
年ガバナーエレクトは 1 月にアメリカに全世界から集合して、国
際連絡協議会が開催されます。そこで次年度の RI 会長の方針
を伝えるのと同時に各国のガバナーとの交流を深めながら一年
間の行動計画を作っていくというのがあります。そこでの報告書
の中からご説明をさせて頂きたいと思います。2020-21 年度国
際ロータリーの会長はドイツのロータリアンでホルガー・クナーク
氏が会長に就任されました。テーマは「ロータリーは機会の扉を
開く」を発表されました。ロータリーとはクラブに入会するという
だけではなくて「無限の機会への招待」で私たちのあらゆる活
動が、どこかで誰かのために機会の扉を開いています。奉
仕の行いは、その大小にかかわらず、助けを必要とする人
たちのために機会を生みだすものである。奉仕プロジェク
トを通じて会員自身や受益者の人生をより豊かにするため
の道を開くのがロータリーである。
“と力説されました。こ
の扉の真ん中の色は誇りのシンボル歯車のロータリーゴー
ルドで、左側の扉はクランベリーレッドでローターアクタ
ーを指しています。右側のロイヤルブルーはロータリアン
示しています。この三つが共に機会の扉を開いていくとい
うことでこのマークに選定されたそうです。本来ガバナー
は RI の会長に変わってその地区をお預かりする役割を担
っていますので、独自に発表をされる方もいらっしゃいま
すが、野生司ガバナーは RI の方針に基づいて地区の運営
をさせて頂くことを発表されました。そして地区では重点
的にどういった活動をしていくのかというのを昨年末に発
表されました。第一に「会員増強」に力を入れていく。第
二に「公共イメージ向上」第三に「ロータリーデーの開催」
を重点的にしていくと発表されました。発表された時点で
はまだコロナが発生する前でコロナの問題がここまで長引
いてまだまだ収束も見えないという事が現状でございます
ので、会員増強に関しましては一年間で 500 人、地区で増

員をするという事をおっしゃっていましたが、私の所属す
る那覇クラブも年度が変わる時に 9 人ほど辞められたと伺
っています。コロナ禍の中でどうしてもロータリーをする
ことが不可能だという会員も出てくることを想定して、ま
ずは会員を守る、あるいは会員数の減少を引き留めるため
の方策をどうにか地区としてクラブの皆さんと共に考えな
がらやって頂きたいという事をガバナーは仰っていました。
今の会員の皆さんがロータリーの活動を続けられるような
仕組み、休会制度というのはありませんがクラブで休会制
度というのを設ける等々して頂きながらコロナで困ってい
る会員の助けを必要なところはして頂きたいという事と、
必要があれば地区に相談をして頂いて地区として他のクラ
ブの状況を提供していきながら活動して頂きたいと事でご
ざいました。この前石垣島でコロナが一人発症したと聞き
ましたが、石垣 RC はまだ深刻な状況ではないと思います
が、もし深刻な状況に陥って会員の皆様がロータリーの活
動を続けることが困難な場合がもしきた時は、ぜひ気兼ね
なく地区に相談していただければと思います。東京も含め
て多くのクラブで、どうしても会社の状況下で社員の手前、
ロータリーを一旦辞めないといけないという会員も出てき
ていると伺っております。そういった事の情報も含めてし
っかりと提供させて頂きながら石垣 RC を守っていくお手
伝いをさせて頂きたいと思っております。第二の「公共イ
メージ向上」ですが、石垣 RC は既に石垣島の皆さんに対
する認知度も上がっていると思いますが、良いことは皆さ
んに知らせる事ではなくて、隠れてする事が良いことだと
日本におけるロータリーの教えの一つとしての文化があっ
たと、ただし現状、ロータリアンの人数が全国的に減少し
ているなかで、もっとロータリーの認知度を上げることに
よってロータリアンを増やす。そしてロータリアンを増や
すことが社会を良くしていく事の一つにもなります。今ま
では戦略しなくても会員が入会をしてきた時代から、ロー
タリーが何をしているのかというのを市民の皆さんにも伝
えていかないとロータリーは発展していかないという危機
感を地区と RI は強く持っていると伺っています。そこで
昨年から公共イメージ向上委員会というのが地区で出来ま
したけれども、引き続き力を入れてロータリーの公共イメ
ージ向上というものに務めていきたいと思っております。
第三に「ロータリーデーの開催」がありますが、今年の 2 月
に宜野湾で地区大会が行われました。その前日に那覇市の
パレット久茂地前広場において「ロータリーデー」と称し
ましてロータリーの活動を広く市民の皆さんにお伝えする
イベントをさせて頂きました。これは公共イメージ向上の
一つとして、出来れば各クラブで、もしくは分区単位でや
って頂きたいというのがガバナーの強い思いです。ただ「ロ
ータリーデー」というのは畏まってするものではないと私
は思います。基本、ロータリーはこのような例会のように、
ロータリアンを対象にした事業、あるいは会合を持つ事が
多いですが、広く市民の皆さんにもその場を開放する。例
えば講演会をロータリアンだけで聞くのではなくて、公開
卓話みたいな形で、市民の皆さんにも門を開く。これは一
つのロータリーデーでございますし、またボーイスカウト
やガールスカウトと一緒に募金活動をする、それも一つの
ロータリーデーだと思っております。まずは会長幹事、ク

ラブの委員長さん向けのセミナーを沖縄分区のほうでしっ
かりとさせて頂こうと思っております。会員の皆さんは野
生司ガバナーが今年一年間、今申し上げましたように地区
の方針として「会員増強」「公共イメージ向上」「ロータリ
ーデーの開催」という三つの活動方針のもと頑張っていく
という事を頭の片隅に入れておいて頂けたらと思います。
そして行動計画というのも立てています。1.分区別クラブ活
性化セミナーの開催。だいたいが東京に集まってそこでセミナ
ーを開催していましたが、よりきめ細かくクラブの支援をしなさい
という事で、分区単位でクラブの活性化セミナーをするという事
です。2.会員データの整備と My Rotary の登録推進。先ほど
会長幹事からお伺いしましたが、Slack というものを石垣 RC は
活用されていて、そしてその中でデータの共有等々をしている
ようでして、私が今までクラブを見てきて一番 IT 化が進んでい
るクラブだなと思いました。石垣 RC はこうやって共有や連絡の
取り合いをしているという事を他クラブにも提案させて頂ければ
と思います。活動計画を立てるに当たって、データというものが
必要になってきます。MyRotary の登録状況が残念なことに我
が地区は低いというデータが出ていますので登録の促進も地
区として各クラブの支援をさせて頂きたいと思います。3.奉仕活
動情報交換研究会の開催。ロータリーの五大奉仕というのを当
然耳にされていると思います。その中で特に社会奉仕、国際奉
仕、青少年奉仕という三つの奉仕事業に関しましては、リンクす
る事が大変多いということと同時に、それぞれ各クラブで特色の
ある大変良い奉仕事業をされていますが、自分のクラブの情報
には詳しいですが、他クラブがどういった良い奉仕事業をされ
ているかという情報は、なかなか会員の皆さんには届きにくいと

いうこともあって、奉仕委員長の皆さんを集めて、各クラブの情
報を取り纏めさせて頂きながら、それを参考にして、他クラブが
良いことをしているので、これはうちの地域でも必要とかやりた
いとか、またやり方の情報共有といった事ができるように、各クラ
ブがもっと奉仕活動がやりやすいような環境作りができるために
は、まずは情報の共有が必要ということで、今年は「奉仕活動情
報交換研究会」を 3 月に開催するという計画を立てられていま
す。地区が決めたことに対して各クラブが従ってくださいというこ
とではありません。当たり前のことでございますけれども主役は
各クラブでございますし、各クラブがより輝きを増すために地区
として最大限、お手伝いできることを地区としてやっていこうとい
うことでございます。私はガバナー補佐という立場で、ガバナー
の代わりに沖縄分区を担当してしっかりと各クラブのご支援をし
なさいという事を仰せつかっております。各クラブと連携を取る
のと同時に、クラブの情報を把握させて頂きながら、もしお困り
のことがあった場合には他クラブのお力もお借りしながら、また
アドバイス等をできるような方をお連れしたりとかをしながら、石
垣 RC が去年より今年、今年より来年、更に毎年輝きが増せるよ
うに分区として頑張って参りたいと思っておりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。本来でしたら、予定者の段階で石垣
RC に 2 回訪問して情報を会長幹事にお伝えしながら新年度の
準備にあたっていただこうと考えていましたが、初めての訪問が
7 月にずれたことお詫び申し上げると共に、それを挽回できるよ
うに出来るだけ訪問させて頂きたいと思います。一年間皆さんと
成長できるように、そして何よりも一年間、ロータリー活動が本当
に楽しかったと思えるような活動を心がけてまいりたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

～例会風景～

本日のニコニコ

✩安里政晃ガバナー補佐：一年間よろしくお願いします。
✩名嘉義明分区幹事
：本日はお世話になります。60 周年も参加致します。
✩津嘉山伸様（那覇 RC） ：本日はありがとうございました。
✩轟一盛様（那覇東 RC）：本日も楽しみにしております。よろしくお願いします。
✩森田安高氏：今日は、安里ガバナー補佐・名嘉分区幹事様 訪問ありがとうございます。
✩上勢頭保氏：安里ガバナー補佐・名嘉分区幹事の来島を歓迎いたします。
✩仁開一夫氏：安里ガバナー補佐 1 年間宜しくお願いします。
✩南波正幸氏：安里ガバナー補佐、名嘉分区幹事 一年間よろしくお願いします。
✩橋本孝来氏：病院誌、どうかご一読下さい。
✩黒島 剛氏：安里ガバナー補佐 いきなりの卓話ありがとうございました。
✩今西敦之氏：安里ガバナー補佐、名嘉分区幹事 本日はよろしくお願い申し上げます。
◆BOX￥14,000 （累計￥30,000）◆コイン￥2,054（累計￥8,130）合計 ￥38,130
南 波 正 幸 氏 東 上 里 和 広 氏 ◆ 60 周 年 記 念 基 金
2,000

6,000

櫻 井

浩一氏 5 日（金）

我那覇 宗善氏 21 日（火）
松 林

豊氏

25 日（土）

