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今週の御嶽の紹介

多原御嶽（ターバルオン）白保

白保集落の１番外れ（集落の北側）にある「多原御嶽」は、白保にある４つの御嶽の中では、最も規
模は小さいものの白保で一番歴史のある御嶽です。波照間御嶽のすぐ横、東側、サコダ浜沿いにあり
ます。白保集落の豊年祭・オン（御嶽）プールの行なわれる４ｹ所の御嶽の一つで、五穀豊穣への感謝
と来夏世の豊作を祈願します。
御嶽は明和の大津波で流壊し、高台の上野地に移設され、大津波から２２年後の１７９３年に現在地で
再建されたとみられます。
「多原御嶽」

「多原御嶽」遠景
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例会日 水曜日 12：30～13：30
例会場 アートホテル石垣島（0980）83－3311
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2 月 26 日水）第 30 回（通算 2870 回）例会記録 「会員フリートーク」

◇◆◇会長挨拶：橋本

孝来◇◆◇

ち募金です。テーブルに回すのではなく受付に置いておきま
すので、よろしくお願いいたします。

◇◆◇会員フリートーク◇◆◇
＊会場監督（SAA）・出席委員：新垣精二氏

私は入ったば

かりで、まだおぼつかないのですが、毎週水曜日を楽しみに
しています。先週の月曜日に歓迎会をしていただきまして、少
し親睦を図れたのではないかと思います。いろんな異業種を
通じて情報交換ができるのは素晴しいなと思いましたし、これ
今日は、フリートークという事で、皆さんの言葉を沢山聞かせ

から会場係として、一生懸命盛り上げていきたいと思っていま

ていただく時間になればと思います。コロナウィルスに関して、

す。いつかは、司会とかも回ってくるかと思いますが、話すの

例会についても考えない訳ではないのですが、今後の情報、

は苦手なので心配していますが、皆さんの協力を得ながら頑
周囲の状況によって、例会をスキップするかどうかに関しては、 張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
理事会レベルで判断させていただきたとい思っております。そ
＊プログラム・親睦副委員長：黒島剛氏 皆さん、こんにちは。
の時はよろしくお願いいたします。よくマスクが無いと言ってい

2 月の始めからロッテキャンプが行われています。ロッテのチ

ますが、マスクをしていて安全だと思っている方に限って、結

ームはあまりニュースに載りませんが、今回は、佐々木投手と

構感染していたりします。我々は、無意識のうちに目や鼻、口

いう素晴しい選手が入ってから、連日連夜、佐々木投手のニ

元に手を一日に何回ぐらい持っていくと思いますか？だいた

ュースを皆さんテレビで観たと思います。私も目の前で佐々木

い 300 回以上は、いわゆる粘膜面に指を持っていっています。 投手を見まして、現代っ子で身長も 190 ㌢近くあって手足が
ですからマスクの露出側の真ん中当たりを握って外して捨て、
長く、普通にキャッチボールしていても、他の選手とは少し違う
その手を洗わずにあちこち触ったりしたら、全然ダメだというこ

素晴しい選手でした。ですので、ロッテが宝物にして大事に扱

となので、その事を頭に入れて頂くと大丈夫ではないかと思い

っていますけれども、将来的には日本の宝物になるのではな

ます。感染症に関してロータリーは、ポリオというものに対して、 いかなと思うぐらい素晴しい選手でした。マスコミとして、報道と
もうすぐ消滅宣言がほぼ世界レベルで出来る、地域によって
して間近で見ましたが、投げ方も格好いいし、顔も小さく幼か
は消滅宣言しているところもありますが、これは凄い事だと思

ったですが、可愛いし、格好いいし、凄く人気のでる選手にな

います。一方で感染症とか栄養失調とか大変な問題ですが、

るのではないかと思います。先日、コンベンションセンターで

ある程度リスクだと分かっていることはあまり大騒ぎしないけれ

地区大会が行われましたが、あの日実は、佐々木投手がブル

ども、分からないことに関しては大騒ぎをしてしまうということは、 ペンに入るというのが決まり、ギリギリまで取材をして、懇親会
人の性なのかなと思っております。どうか体調に気をつけて年
にしか出られませんでしたが、次の日はメンバーとゴルフに行
度末も迎えられるようにしていただきたいと思います。

◇◆◇幹事報告：大田

次男◇◆◇

って楽しい思いをしてきました。私もなかなか例会に出たり出
なかったりして、またいろんな話しもありますが、少しずつ前向

2020-21 年度版ロータリー手帳の購入案内がきております。

きに考えていこうかと思っておりまので、よろしくお願いします。

購入される方は事務局までお願いします。RLI 講習会につき

＊情報・広報委員：山下暢氏 うちの委員会は、委員長が職

ましては、当クラブから吉田貴紀さんがパートⅠ、Ⅱを終了し

業柄プロでございますので、正直なところほとんど仕事として

ています。これから予定されているパートⅢも参加いたしまし

はさせて頂いていないのですが、情報という意味あいでこじつ

て、卒後コースが 4/19 に那覇の「てぃるる」で開催されます。

けではありますけれども、今、石垣島がどんな形でコロナの影

一人、フルで講習会を受けている吉田さんには頑張って頂き

響が観光客に影響しているか、仕事の話しも兼ねてお話しさ

たいと思います。すべての講習会が終了いたしましたら、講習

せて頂きたいと思います。吉田さんも同じホテル業で、よくご

内容を当クラブに伝授して頂ければと思います。ロータリー文

存じだと思いますけれども、海外や内地からどんなお客様がど

庫通信が届きました。2014 年以降の文庫がデジタル化されま

んな形で影響受けているのか。先程もありましたが、ロッテキャ
したとの事です。Web 上から出力やダウンロードできますので、 ンプ、今までと違ってスター選手が一人いると違うなというのが、
会員の皆様にはぜひ読んで頂きたいと思います。文庫通信に
去年の情報とか数字を見て感じるところです。いつになく報道
は、「ロータリー理解推進月間に因んで」や「回首原点ロータリ

陣が多い、もしくは解説者が多いというのが二月あたまの正直

ーの心を訪ねて」、「新ロータリーを語ろう」、「夢を語り、現在

な感想です。二月に関しては差ほどコロナで旅行を控えると

（いま）を刷新」等があります。ユニフォームについてですが、

いうような流れもまだ少なく、農協さんや募集ツアーは、そこそ

名簿を回覧いたしますので、購入する方は、サイズ等の記入

こ来ています。ただ、ニュースが広がるにつれて、募集ツアー

をお願いいたします。金額は 14,080 円（税込）となっています。 で 40 名集まっている中で、2 名キャンセル、4 名キャンセルと
60 周年基金について、中が見えるように透明の BOX を用意
歯抜けのような形で、やっぱりそういう所には行けないなという
いたしました。用紙を用意しておりますので、募金と一緒に名

方のキャンセルが、少しずつ中旬ぐらいから出て来ました。大

前と金額を記入して投入して下さい。60 周年に向けての気持

きな団体のキャンセルはまだそんなに無かったです。直近とい

う事もあって、すぐにキャンセル出来ないという事情もあったか

寂しいのは、私達の仕事というのは、接客を通してお客様に

も知れませんが、今ここへ来て、3 月、4 月の一般団体の取消

直接お肌に触れたり、エステをしたりとかいろいろありますが、

しの連絡が増えつつあります。特に、地方自治体の長と呼ば

お客様に触れる事が出来ないというのが、本当に寂しいなあと

れる方々の集まりにまず現れて来ています。恐らくは、こんな

感じます。一日も早くコロナウィルスどこか行っちゃってという

時期にあなた方のような立場の人が旅行に行っていいのみた

気持ちでおります。

いな流れによるものだと思います。そして、今まさに修学旅行

＊社会・青少年副委員長：遠藤正夫氏

が、どうしましょう、もしかしたらキャンセルになるかも知れませ

ぶりで、会長が終わってまったりしています。コロナのお話しが

ん、親御さんから話しが出ていますという問い合わせが出始め

出ていますが、先週の地区大会の翌日に秋田へ行って、琉球

ました。致し方ないと思います。その次に、島内でもそういった

ゴールデンキングスのゲームがあって、その後田舎の山形へ

動きが出て来て、生年祝いですとか、会合を延期しようとかと

寄って帰ってきました。ゲームをする会場は、秋田県の体育館

いう流れ、もしくは婚礼を延期しようというような流れが出てきて

は 35,000 人入り中止もありませんでした。雪はなかったので

いて、数字上では、非常に頭が痛い状況なんです。もう 2 月も

すが、とっても寒かったです。ご存じかと思いますが、横手市

終わるのですが、これから 3 月、4 月と、そういった事を遠慮し

で「かまくらフェスティバル」というのが毎年ありまして、初めて

ようかと考えている方が増えて来ています。これが一つのホテ

行って来ました。横手市の商工会ところの歩道にかまくらがあ

ルでの出来事ですので、石垣島にいろんなホテルがあって、

るんですが、道路には雪が全くなく歩道にかまくらがあって、

民宿も旅館もあります。そういった流れが出て来ているという、

異様な光景でした。中に入って七輪で餅を焼いて食べるんで

仕事を挟んでの情報でございました。

すが、天井から冷たい水が落ちてくるという、ちょっと異様な感

＊会員選考・職業奉仕委員長：前木繁孝氏

ここに立つのは久し

来月、新しいメ

じでした。帰った時の山形も雪が全くなく、寒い思いをして帰

ンバーが一人増えることになっています。そして、私の方から

ってきました。やはり暖かい石垣島がとっても住みやすいと思

一人推薦をしたい方がいて、本人の意志も強くて、その方をご

いました。石垣島にはコロナも来て欲しくないですが、皆さんコ

紹介したいと思っています。手順を踏んで皆さんの所にも連

ロナウィルスに感染しないようにしましょう。

絡が行くと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。 ＊国際奉仕副委員長：森田安高氏

私も観光業なので、コ

コロナウィルスの話しで持ちきりですが、一ヶ月近く前にインフ

ロナウィルスの話しになりますが、ホテル業会の山下さんも言

ルエンザにかかり、会社を 4 日間ほど行けない時期がありまし

っていましたように、離島に渡るはずの修学旅行が 4 校ぐらい

た。職員が帰ったと思い、夕方 5 時頃会社へ行ったら、社長

解けました。昨日、名鉄観光の観光会社の総会が那覇の方で

出て行ってくれとバイ菌扱いされビックリして家に帰りました。

あり、総会はしましたが、懇親会は 70 名程の参加に対して

会社では、朝礼でラジオ体操の前にロータリーの親睦の握手

300 名入る宴会場をフルオープンにして行いました。アルコー

みたいな感じで握手をしているんですね。私が休んでいる間

ル消毒をして、帰ってからは自己責任でちゃんと、うがいも手

に、社員同士で話し合って握手を止めたらしいんです。私が

洗いもしましょうという事で終わりましたけれども、観光業がこう

復帰して握手がないからどうしたんだと聞いたら、当分の間は

いう集まりを自粛していくというのが本当に寂しかったです。い

止めたという話しになっていたようで、社長の私には相談もし

つになったら風船のように膨らむんだろうという危機感を持っ

ないでと思ったのですが、今の現状を考えるとそういう動きに

ています。石垣島にはまだ発生患者が出ていないということで

なってきているんだなという事を感じています。少しばかりです

まだいい方ではありますが、飛行機で何百名とお客さんが乗

が、株をやっておりまして、日本株は強かったんですが、こん

ってくる訳ですけど、団体が解け始めているのが現状でありま

な強い時期もあるんだなと思ってホクホク顔でいました。でもい

す。早くこのウイルスに対して普通のインフルエンザと同じよう

つか何かくるだろうなと心配はあったんですけれども、こんなに

な感覚で終わって欲しと思っております。6 月に国際大会がハ

強いから大丈夫だよと、周りの話しもありまして持ち続けており

ワイの方でありますけれど、それまでには落ち着いて大会が出

ました。昨日、何と大暴落です。そして今日も下がり続けてい

来ることを希望しています。

ます。もうこれは売り抜けきれないだろうなというふうに思って

＊米山奨学委員：松田新一郎氏

おりますが、それぐらい今、日本のみならず世界が揺れている

入会して一年経ちました。最初は SAA で委員会をさせて頂い

と事だと思います。早くコロナウィルスがインフルエンザと同じ

て、右も左もわからない状態でしたが、今回、大浜勇人さんに

ような考えになったらと思います。

口説かれて地区の米山奨学委員になりました。まず、委員会

＊職業奉仕委員：上原晃子氏

皆さん、こんにちは。私は、

職業奉仕委員会は、今西委

が那覇で開催され、その都度那覇へ行かなくてはいけない部

員長始め、いつもこんなふうにしたらどうだろうか、こういう事を

分と、テレビ電話で東京と委員会を行うという少し不思議な感

しようという事で、会合も何回か持ちまして、とてもいい状態で

じでした。参加させて頂いて、知れば知るほど、大変な委員会

進んでおります。今、コロナのお話しが各委員からでています

に所属したかなということと、大浜勇人さんには感謝しかないと

けれども、私の店でも接客業ですので、お客様にメイクの指導

思っています。沖縄地区は私を入れて三名でして、その内の

とか、タッチする事が出来なくて、だいぶお客様も減っていま

一人が那覇 RC の山城さんで、琉球海運の会長さんで、私達

して売上が心配になっております。観光客の方も沢山いらして

の業界からすると神様のような存在の人で、その三名で同じソ

いたんですが、ほとんどお店に入って来ない状態です。1 番

ファにキチキチになりながら座りました。いろいろ勉強させて頂

くという事もありますし、緊張して委員会を行っています。月に

いだ米山を精一杯頑張りたいと思います。

一度ぐらいですが、いずれにしても那覇に行って委員会を行

＊ロータリー財団副委員長：宮城早人氏

います。面接官のオリエンテーションの研修を受けましたが、

仕事は委員長に仕事を委ねるばっかりでいます。最近で驚い

こういう質問はいけない、あまりにも露骨な質問はしてはいけ

た事がありまして去った 21 日（金）に 7 歳の娘が救急搬送さ

ないとかを勉強させて頂いて、次回から私も面接官として行う

れました。障がいを持った子供なので、ひまわりの施設にいま

事になりそうです。この委員会は二年という事なので、勉強し

すけれども。倒れましたということで、救急病院に行きましたら、

ながら一生懸命頑張りたいと思います。私の仕事は、皆さんも

呼吸が止まって意識混濁で酸素レベルが 30％ぐらいで、酸

ご存じのダイヤモンドプリンセスの代理店もしているなかで、あ

素呼吸器をした子供がトレッチャーであっという間に運ばれて

りとあらゆる外国の舟を扱っています。二人乗りのヨットだった

行って、凄く心配して 30 分ぐらいして取り戻しましたという事で

り、米軍の舟だったり、クルーズ船、貨物船とやっています。ク

した。元々、転換を持っている子供で、普通の人でしたら臨死

ルーズ船は、今コロナの件で入港は取り止めています。私的

状態のような状態でしたが、病状として既往歴が転換ということ

には六月くらいまで自粛が続くのではないかと思っています。

であれば、それで分かりましたということで、本当にビックリしま

何故六月かと言いますと、消毒やスケジュールの変更等々で

した。施設の方には人工呼吸もやっていただいたそうで、いろ

六月、伸びて十月頃かなと思っています。このコロナというの

んな連携で一命を取り止めました。恐いなという事と、皆さんに

は、私どもは最前線に行く立場でして、行くのであればどのよ

感謝しかないなということ、待っている間は「生きてくれ、生きて

うな態勢を取るかというと、帽子は医療用の物を使ったり、手

くれ」と祈るしかなく、改めて命の大切さ、日頃から世の中の皆

袋やマスクの完全防備をして臨んだりもします。今、一番気に

さんの連携が命に繋がっているなと、それを強く思った次第で

今の副委員長の

しているのはオリンピックで、クルーズ船はホテルシップとして、 あります。私共の学習塾の話しですが、琉球大学医学部に合
ホテルが足りないのでクルーズ船を東京に着けてホテル代わ

格した三人の内一人はうちの生徒でした。早稲田大学にも合

りに使うという事業がありまして、三隻ぐらい十万㌧クラスを着

格させてもらった生徒もいたりと、学習塾をやっているなかで、

ける予定だったらしいです。それも流れていくのではないかと

生徒がいい形で、いい大学に受かっていっていることは非常

いう事と、心配しているのはオリンピックもどうなるのかなと思っ

にいいなと思っております。大学入試制度改革が 2020 年の

ているところです。オリンピックがあるので、日本も早めに対策

今年から大きな制度改革がありますけれども、その詳しい話し

を打ち出しているそうですが、なかなかスムーズにいってない

を何かの機会に皆さんの前でプレゼンをしようかと考えており

との話しもあるようです。コロナウィルスも早く終息して、引き継

ますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。

～例会風～

本日のニコニコ
✩橋本 孝来氏：吉田さん、RLI 卒後コース参加ありがとうございます。それと、誕生日おめでとうございます。
☆森田 安高氏：今日もよろしくお願いします。
✩今西 敦之氏：新垣会員、昨日はお世話になり、ありがとうございました。
◆BOX￥3,000 （累計￥220,700） ◆コイン￥2,663 （累計￥61,150）

合計 ￥289,850

橋本孝来氏・大田次男氏・南波正幸氏・森田安高氏・前木繁孝氏・黒島剛氏・今西敦之氏・東上里和広氏
◆60 周年記念基金 ￥12,000

累計 ￥12,000

大浜一郎氏 7 日（土）宮良幸男氏 13 日（金）大田次男氏 14 日（日）南波正幸氏 29 日（日）
新賢次氏

2 日（木）大城博文氏 25 日（土）

仁開一夫氏 3 日（日）宮城隆氏

6 日（水） 漢那憲隆氏 14 日（木）大浜勇人氏 15 日（金）

新城永一郞氏 10 日（水）前原博一氏 22 日（月）中山義隆氏 26 日（金）

