2020 年（令和 2 年）7 月 1 日（水）第 1 回例会（通算 2875 回）
国際ロータリー第２５８０地区
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今月のロータリーレート 1$￥107
創立年月日：1962 年 3 月 12 日

今年度創立 60 周年

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心/くくる
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」

4.みんなの為になるかどうか

地区ガバナー：野生司 義光氏

シリーズ：森の名人・戸眞伊さんと森の木
戸眞伊さんが森の名人と呼ばれるようになった由縁
西表島の船浮生まれ、今年 80 歳を迎える戸眞伊さん。平成 27 年に国土緑化推進機構より、「森の名人」と
認定されたのは、たくさんの不思議な縁があったからだと教えてくれました。
15 の春、細かい作業が好きな事から時計職人を夢見ていた頃、転機が訪れました。手先が器用な事を見初
められ、学校の先生が田城木工所への就職を決めてしまったのです。田城家に下宿しながら腕を磨き、様々な
木工技術を習得していった戸眞伊さん。その約 20 年後に 2 度目の転機が訪れました。当時、近くに住んでい
た女性の叔父と名乗る人が現れ、「もう土地も借りてきたから独立しなさい」と言われたそうです。
この時、近くに住んでいた女性はのちの戸眞伊さんの奥様です。
また自分の意志ではない所で人生が動いてしまった戸眞伊さん。
これは森の名人になる運命だったのでしょう。
木工職人としての道を歩みだしてから 65 年が経つ今年、
木の作品を集めた「65 種展」を企画しているそうです。
戸眞伊さんの今後のご活躍にも目が離せません。
次回より「戸眞伊さんと森の木」と題し、沖縄の木の魅力を
ご紹介してまいります。
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6 月 17 日水）第 33 回（通算 2873 回）例会記録 「会員フリートーク」

◇◆◇会長挨拶：橋本 孝来◇◆◇

ただきました。本当にありがとうございました。次年度も米山
事業は続きますので、ぜひ米山事業をご理解いただいて、
少額でよろしいので毎年続けていくことに意味があるのかと
思いますのでこれからもよろしくお願いいたします。
黒島剛氏：プログラム委員会からですが、来週の例会は納
会で夜間例会となっております。橋本会長と大田幹事のご

例会が再開されました。コロナでずっと自粛で職場と自宅

苦労様会として心を込めて盛大に納会をしたいと思ってお

の往復でこうやって集まれるというのは本当に幸せだなと思

りますので、全員参加をお願いいたします。場所、アートホ

います。集まることが出来ない、語らうことも出来ない毎日

テル石垣島、時間は 19 時、会費は四千円です。

で味気ない 3 ヶ月だったなと思います。本日はフリートーク

東上里和広次年度幹事：次年度に新しいコミュニケーショ

ですので、皆さんにたくさんお話ししていただければと思い

ンツールを導入したいと思いまして費用も無料となっており

ますのでよろしくお願いいたします。また、ポール・ハリス・

ます。端末にインストールして参加していただく手間があり

フェローの授与式もありますのでよろしくお願いいたします。 ますけれども、一度使うとなかなか手を離すことが出来ない

◇◆◇幹事報告：大田 次男◇◆◇

ようなアイテムになっていますので、ぜひ皆さんと例会以外

琉球新報等にもありましたロータリークラブからのフェイスシ

でもコミュニケーション出来るような場を提供できたらなと思

ールドの寄贈について、各クラブから 4,599,300 円の支援

っていますのでよろしくお願いいたします。

が あ り 、 地 区 補 助 金 よ り 905,080 円 を 拠 出 し て 合 計

◇◆◇会員フリートーク◇◆◇

5,504,380 の資金でフェイスシールド 44,160 個を購入し、

宮脇秀至氏：いま本当にもがいておりまして、

東京 37,440 個、沖縄 6,720 個をお渡しいたしましたところ、 今日も搭乗率が 37、8％で減便していますので、
沖縄県医師会からのお礼状が届きましたとのご報告がガバ

旅客数にすると去年に比べたらかなり落ちて、おそらく

ナー事務所よりありました。今年度の沖縄分区の会長・幹

30％ぐらいかなと、いい時で 70％のところで週末や日曜と

事会が 6/22 に那覇で行われます。活動報告と決算報告と

かで 70％を越える時はありますけれども比較的、午前中の

なり、橋本会長と二人で出席して参ります。国際ロータリー

那覇線が混んでいるかなと思います。弊社は 737―700 で

細則により第 15 条に地区賦課金の承認について、地区賦

飛ばしたりしていまして、日によって機種によって増減があ

課金徴収の目的のため可決されました。日本ロータリー

る状況です。コロナのことでかなり心配されている方も多い

100 周年実行委員会から 100 周年バッチがまだ 3 万個残

と思いますけれども、空港でのスタッフはシールドやマスク

っていますので更なる協力をお願いしたいということでした

をさせていただいておりますし、機内の飲み物もパックで一

が、当クラブは 50 個購入して会員へ配布しております。次

種類しかありません。今まで人気のあったスープも残念な

年度の 7/15（水）にガバナー補佐の安里政晃氏と分区幹

がら飲めなくなりましたので、空港の方でご購入いただきた

事の名嘉義明氏が来会し、卓話をして頂ける予定です。

いなと思っています。7 月からの運航は 6 月とそれほど大き

3/1 から現在までにクラブが実施した、新型コロナウイルス

く変わりませんけれども、7 月の下旬ぐらいから直行便を増

に関する奉仕活動を今年度の地区補助金で支援するので

やそうかなということで社内的には考えております。また東

申請するクラブは申請して下さいとのことで、沖縄分区から

京便を二便にして、JTA さんは二便飛ばしていただいてい

は那覇東、浦祖、那覇南の 3 クラブが申請するとのことでし

るのですが、遅ればせながら二便にどうにか出来ないかと

た。2020-21 年度、東京本郷ＲＣの例会につきましては当

いうことで動いております。飛行機は山ほど眠っておりまし

面の間、ビジター受入を自粛させていただきますとのお知

て、特に羽田で国際線が眠っている状況であります。国際

らせがありました。

線に関しては、非常に悲惨な状況にありまして、日本に入

◇◆◇会員からのご報告◇◆◇
大浜勇人氏：来週で年度も終わりということで、今年度の特

国出来ないもしくは日本人が海外に行っても入国出来ない
というのがあります。そういうことで年度内の国際線は五割

別寄付者を報告させていただきます。南波会員、今西会員、 も回復できたら御の字だろうということです。まずは県内旅
私と、大濵達也会員の 165,000 円の特別寄付をご協力い

行、そのあと県をまたいでの旅行が来月ぐらいから GoTo キ

ャンペーンというのがいろいろ報道されていますけれども、

させていただきました。約 40 日、長かったですね。ホテル

そこで制度の補助を受けながら皆さんにぜひ観光に行って

は休みだったんですが、私は来ていましたが休んでもらっ

いただきたいなというふうに思います。

た従業員は本当に大変だったと思います。出られることも

玉城力氏：私どもも ANA さんとほぼ

飲みに行くこともできず、でも何となく久しぶりに見るスタッ

一緒の状況です。この状況というのは想像して

フは釣りに行っていたスタッフが多く、真っ黒な人がいっぱ

いなかったんですけれども、ゴールデンウィーク期間中まで

いいるなと。そんなような状況ですけれど、飛行機の方もだ

は一日一便で 10 名ぐらいしか乗らないとかがありましたが、 んだんと便数を増やして頂いてありがとうございます。それ
少しずつですが回復していています。国が緊急事態宣言

に伴って少しずつ動きは出てきています。出てきているとい

を解除してそういった事に合わせてなんですが、空港では

っても今月は 20％行くかいかないかぐらいのものです。今、

コロナにかからない感染防止をちゃんとしており、ポイント

本当に凄く難しい状況でビジネスとしては、お客さんに来て

は安心・安全・清潔にということかなと思っておりますので、

いただきたいんですけど、どんどん来てくれと言うわけには

そこは徹底してさせて頂いております。石垣は市長がリー

いかず、レストランを満席にしてもよろしくないですし、でも

ダーシップを取って頂いていますので、ホテルさんには少

本社からは利益を上げてと毎日のようにレポートを提出さ

しご負担がかかっているかも知れませんけれども、やはり現

せられているという不思議な状況で今になっています。具

地に入ってホテルさんがちゃんとしておりますし、PCR 検

体的には 7 月の四連休、9 月の四連休、そして 8 月のお盆

査が出来るようになっておりますけれども、検温をしてくださ

を中心に、その当たりが動き始めているというような状況で、

いとお客様には少しご不自由をかけているところはあると思

状況を見ながらそしてお客様の反応を見ながらどの程度ま

いますが、それも徹底してやっていただいているので、安

で出来るのかなと日々いろいろ考えてているところです。石

心して石垣に来ていただけると思っております。ホテルに限

垣市のほうからホテルに泊まってから 3 日後にはご本人に

らずですけれども、バスやタクシー、ダイビングショップさん

連絡して体調は大丈夫ですかと確認を取ってくださいと言

も業界でガイドラインを決めて対策もしているので、安心し

われているので我々もやっています。お客様には「報告い

て来て頂けるのかと思います。地域の皆さん、観光業界の

たしますので」と言うのですが、ご理解頂けるお客様もいれ

皆さんのご努力があるので我々は安心して飛行機を飛ば

ばバイキング扱いするなと言う方もいらっしゃいます。60 名

せる事が出来ると思っております。弊社は明日から東京線

収容の大浴場も今は 30 名に制限させて頂いています。サ

の直行便が始まります。来週の 26 日からは関空線というこ

ウナも 10 名のところ 5 名までに制限しているのですが、そ

とで、少しずつではありますけれども増やしていけたらと思

れでも密だと言うお客様もいらっしゃるのでなかなか人の気

っております。石垣に来て痛感をしたというか、我々は観光

持ちというのは測れないし難しいなと、それに対して大丈夫

業としての視点しかなかったのですが、農業、漁業の皆さ

ですよと言い切れない不思議なジレンマと戦いながらの

んも沢山いらっしゃいますので、便が減るとどうしても貨物

日々でございます。宿泊されたお客様の話をするのは商売

のスペースが減るので、それを船にまわして頂いています

上あまりよろしくないのですが、東京中央 RC の新田様とい

けれども、本来でしたら私共をご利用していただいて、良い

う方が 3 日ほど前からお越しになっておりましてもうお帰り

物を早く届けたいというニーズがやっぱりあるというのを実

なりました。今日お帰りの予定でしたので、実はこの会に参

感しまして、貨物の臨時便を運行させていただいています。 加したいとのお考えがあったんですが、今こういった状況
120 便ぐらい運行しておりまして、次期によって違いますが

下、尚且つ東京の方だというところなので、ご遠慮されたと

6 月のあたまぐらいまでは本マグロを送らせていただいて、

いう状況ですが、私どもはご挨拶させていただきました。何

物流は船に比べるとあまりないかなと思っていたんですが、

をされている方かというと RC の名刺には国際奉仕委員長

実際は違いまして、早く届けたいという皆さんのニーズを実

になっているんですが、いま八重山の漁業に関してのお仕

感しましたので、引き続きご助力をさせていただきたいと思

事をされているそうです。八重山漁協に対して IoT を駆使

います。皆さんには大変ご不便をお掛けいたしております

して漁業を発展させようというお仕事に関わっていらっしゃ

が、少しずつ状況を変えていけたらと思って

るそうです。いろんな物を使って漁場のいいところを選択す

おりますのでよろしくお願いいたします。

るとか、そうするといい漁場が分かるので良いところそうじゃ

山下暢氏：6/1 から久しぶりにオープン

ないところの選択できて、今まで感とか経験に頼っていたも

のが可視化して八重山の漁獲量が上がっていくというような

て欲しいという話しをしまして、石垣市長、竹富町長とも話

お仕事をされているようです。今後も何度かお越しになるよ

しをして、商工会の職員も一緒に何度も打ち合わせをしま

うなお話しでしたので、いずれはゲストとしてお越しいただ

した。全面的にストップはするなというようなことで、石垣市

けるのかなと思いましたので、事前に皆様にご紹介してお

長と竹富町長の硬い決断のお陰だと感謝をしております。

こうかと思いました。いつかお越しいただきましたらよろしく

6/12 の新聞にも行政に感謝ということで書かせていただき

お願いいたします。

ました。目に見えない厄介な敵との戦いですので、どういう

上勢頭保氏：竹富島が日中、船の乗り降り

ふうに対策をしていいのかも手探りの状況であったかと思

が大変な状況で浮桟橋にずらーっと並んで

います。しかしながら 4 名の感染者で押えられました。次の

いた人が消えたようになっていて、こうゆう状況を竹富島で

第二波、第三波も予想されますので、医療関係者の橋本

見たのは久しぶりだなというのがみんなの感想であります。

理事長に頑張ってもらって、ぜひコロナストップにしていた

このコロナの発生で私が 1 番打撃を受けたんじゃかというぐ

だきたいなというふうに思います。商工会で言いますといち

らい被害を受けたような気がしております。飛行機が減便に

早くダイビング業者、カヌー関連業者などが商工会に毎日

なって、エビ養殖をやっておりますが全くエビが出荷をされ

のように押しかけてきて手続きに終われて、商工会の職員

ていない。6 月で出荷を終えて次の準備をするんですが、

は連休も返上して対応をして 2 億 5 千万円以上の貸し出し

採り上げても出荷が出来ず、急速冷凍をするのですがそれ

をしましたが、恐いのはちゃんと返済をしてくれるかというよ

をしても冷凍庫が一杯になってというような状況で大変困っ

うな心配をしている状況であります。みんなが努力をして

た状況で八重山の漁業組合の会長さんと二人で知事に合

徐々にではありますけれども観光も回復して、経済の状況

いにいきまして、なんとかして欲しい、チャーター便を出し

も回復してくれることを願っております。

～例会風景～

ポール・ハリス・フェローの授与式

池城貞光氏：入会して 15 年目
でやっといただけました。
ありがとうございます！

2019-20 年度の認証受賞者は
池城貞光氏・前木繁孝氏・新賢次氏の 3 名です。

本日のニコニコ

✩橋本孝来氏：今年度残すところあと 1 回となりました。夜間例会楽しみましょう。
✩上勢頭保氏：ポール・ハリス・フェロー受賞された皆様おめでとうございます。
✩今西敦之氏：梅雨が明けましたねー何か良いことがありますように！
✩次年度プログラム委員会：次年度プログラム委員会の会合での飲み代のお釣りです。

◆BOX￥4,678 （累計￥250,378） ◆コイン￥4,562 （累計￥74,924）

合計 ￥325,302

橋本孝来・南波正幸氏・東上里和広氏 ◆60 周年記念基金 ￥4,000 累計￥26,000

櫻井 浩一氏 5 日（金） 我那覇 宗善氏 21 日（火） 松林 豊氏 25 日（土）

～納

会～

6 月 24 日水）第 34 回（通算 2874 回）夜間例会

於：アートホテル石垣島

19 時

◆会長挨拶：橋本孝来◆ 「原点回帰」というテーマを掲げてスタートいたしましたが、ポール・ハリスがロータリ
ーをスタートさせたのは「寂しかったから」という言葉がありました。まさにコロナのお陰で例会がずっとないと味気ない寂し
い日々を送って、そういう意味では原点回帰できた部分もあるのかな、なんて思っています。ただ 3 月、4 月、5 月と例会
が休会になっていましたけれども、皆様のお力で 6/3 に 4 名の入会式を開催することが出来ました。会員増強、クラブ強
化するという意味では、3 名の純増となりました。原点回帰しながら仲間を増やすという意味で達成できた部分かなと自己
満足しております。ガバナーも地元出身のガバナーということで、またユニフォームを作ったりもしましたけれども、来年 60
周年ですのでそういう意味では多いに活用出来るのではないかなというふうに思っております。毎年、会長さんが最後に
話すのは嬉しいですと言われるのですが、3 ヶ月お休みしていると、何か忘れ物したような後ろ髪引かれるようなそういう思
いが若干ありまして、それでしっかり免疫力を UP してしっかり食べていただこうというような気持ちで、東上里さんの協力
のもとに、ささやかですがお箸をご用意いたしました。次年度の 60 周年に向けて節目の年ですから今日は大いに楽しく
過ごして次年度にスタートが切れれば、そういう会になれば有り難いと思いますのでよろしくお願いいたします。

たくさんの会員にご出席いただき親睦を深めました♪

橋本会長・大田幹事 一年会お疲れ様でした！

✩橋本孝来氏：一年間ありがとうございました。60 周年、全員で盛り上げていきましょう！
本日のニコニコ
✩大田次男氏：これまでの一年間のご協力に感謝します。ありがとうございました。
✩大浜一郎氏：会長・幹事たいへんお疲れ様でした。
✩森田安高氏：橋本会長、大田幹事 一年間お疲れ様でした。
✩宮良榮子氏：会長・幹事一年間お疲れ様でした。ありがとうございました。感謝！
✩上原晃子氏：橋本会長・大田幹事 一年間本当にありがとうございました。心ひらいて輪になって、これからも一緒に頑
張って参りたいと思います。
✩遠藤正夫氏：会長・幹事一年間おつかれ様でした。
✩宮良幸男氏：橋本会長・大田幹事 一年間お疲れ様でした。
✩大浜勇人氏：橋本会長・大田幹事一年間おつかれ様でした。
✩今西敦之氏：橋本会長はじめ理事役員の皆様、一年間ご苦労様でした。
大浜一郎Ｐ.Ｐ.おめでとうございます。ご活躍記念申し上げます。
✩砂川和徳氏：橋本会長はじめ執行部の皆様 一年間会務御苦労様でした。明日 6 月 15 日よりＦＭ沖縄、ラジオ沖縄
ＲＢＣラジオにて、護得久栄昇さんによる「歯科受診推進」ラジオＣＭを放送します。ぜひお聞き下さい。
◆BOX￥21,000 （累計￥271,378） ◆コイン￥3,004 （累計￥77,928）

合計 ￥349,306

仁開一夫氏・小林昌道氏・小林昌道氏・森田安高氏・前木繁孝氏・東上里和広氏◆60 周年記念基金 ￥6,000 累計￥32,000

