国際ロータリー第２５８０地区

2021 年（令和 3 年） 10 月

6 日（水） 第 5 回例会（通算 2910 回）

◆クラブテーマ◆

「八重山の未来へ奉仕しよう」
会長：黒島

剛

副会長：大浜

勇人

公共イメージ委員長：山下

幹事：吉田
暢

貴紀

副幹事：松田

ＳＡＡ・出席委員長：玉城

新一郎

力

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）

今月のロータリーレート 1$￥112

【 ブー（苧麻） 】
麻は植物の表皮から採れる繊維の総称で、苧麻・亜麻・マニラ麻など古くから堅牢な糸として生活に溶け込ん
だ素材です。中でもブーは生育が早く、庭先や畑で栽培され、茎の表皮を裂き、手績みにより伝統工芸品・八重
山上布の糸に使用します。いくつもの工程を経て織り上がる上布は、風土に適して風通しが良く、昆虫の薄羽に
例えられるほど軽い、貴重な織地です。また、魔除けの御守としてブー糸の結びを持ち歩く習慣もあったと言わ
れます。［資料協力：染織工房なわた］

地区ガバナー：若林 英博氏
SERVE TO
CHANGE LIVES

「世界で、日本で、地域で良いことをしよう」
✩大きな目標と 5 項目✩
1.新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう
2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう

奉仕しよう

みんなの人生を豊にするために

3.元気なクラブになろう

2021-22 年度 RI テーマ

4.会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう

RI 会長：シェカール・メータ

5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう

10 月のプログラム

例会日 水曜日 12：30～13：30
事務局 〒907-0013 石垣市浜崎町 1-1-4
URL http://ishigaki-rotary.jimdo.com

10/6（水）会員卓話：大浜勇人氏

例会場 アートホテル石垣島（0980）83－3311
TEL/FAX（0980）83－2917
E-mail ishirotary@ninus.ocn.ne.jp

例会記録

7 月 28 日（水）第 3 回（通算 2908 回）「クラブ協議会」

✩会員総数：45 名 出席義務会員数：44 名
✩出席人数：25 名 欠席人数：19 名 出席率：56.81％
≪司会進行：玉城
ロータリーソング

：奉仕の理想

力≫
四つのテスト

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆

本日の報告は 2 点ほどございます。8/4 の若林ガバナー公式
訪問が、非常事態宣言に伴い延期になっておりましたが、来年
の 1/12 にほぼ確定の予定になっております。なかなかガバナ
ーのスケジュールを年内に合わせるのが厳しいというのがありま

綾子

して来年になりますけれども、松島寛行ガバナー補佐は 9/1 に

メ ー ク ア ッ プ：今西 敦之

来島される予定になっております。その中でクラブ協議会をガ

ソ ン グ リ ー ダ ー：大本

バナーが来た時にやったとしても年度の半分以上過ぎていると

会 長 挨 拶： 黒 島 剛

いうことで、なかなか活動が伝わらないという事もありますので、
松島寛行ガバナー補佐が 9/1 に来た時にクラブ協議会を開催
し、例会では卓話をして頂くという流れになっておりますので、
各委員長の皆さまは会議がございますので、ご参加のほどよろ
しくお願い致します。松坂順一パストガバナーがロータリークラ
ブの歴史、日本の歴史と世界の歴史を時系列に並べた本を出
され 8 月には届くかと思います。1 冊 220 円となっていますの

皆様こんにちは。オリンピックも始まりゴテゴテの開会式もどうな
るかと気になりながら地味な開会式で東京オリンピックも開催し、

で是非ご購入のほどよろしくお願い致します。

◆ 会員・委員会からの報告 ◆

日本選手団がメダルダッシュで毎日テレビ観るのも楽しいなと

橋本孝来危機管理委員長：皆さんこんにちは。会長も言われた

いうひとときを過ごしています。そんな中、台風 6 号のとても長

ように緊急事態宣言期間中、例会はお休みさせて頂ければと

い台風が来ていて皆さん大丈夫だったでしょうか。思ったよりも

いうふうに思います。会長の判断に支持致します。少し前は発

風が弱くて被害が少なくて良かったなという感じでした。私も報

生数のゼロが続いて八重山病院の入院も一人になって全快に

道的にいろいろ回っていたんですけど、農作物は少し横たわっ

なったのかなというところまできてたんですが、ここ数日で一変

ていて気になりましたが被害も少し出たと聞いています。昨日、

に様相が変わってしまいました。恐らくこれはいわゆる変異株、

竹富町の西表島が世界自然遺産に選ばれて、観光業の関係

あっという間に置き換わるので恐らくそれではないのかなと皆さ

者の皆さんたちは非常に喜んでいると思います。今、沢山のお

ん予想しています。昨日は 6 名、その前は 5 名、急に増えてい

客様が来ている状況のなか、またお客さんが増えるのかというイ

てしかもその特徴が年齢層が今までよりも明らかに若年層に移

メージですが、島には半分の入域数にするのかというその辺の

ってきています。昨日の人数では 30 代、40 代なんです。一つ

整理をしているそうです。私も世界遺産に対して、いろいろテレ

はもちろんその年齢の高い人からワクチンを打って年齢の高い

ビ局の撮影や新聞社の撮影で西表島のマヤグスクという滝まで

人のワクチン接種率が高かったんですね 89％でそれが一つの

歩いたんです。片道 3 時間の往復 6 時間で撮影時間で、まだ

年齢層がシフトしてきたように思います。もう一つは遺伝子株が

若いつもりでガンガン行ったんですけど途中から膝がガクガクし

変わったとのではないかなと思います。例会で集まることは、悔

てきて大変な思いで撮影を終えて帰って来ました。昨日、八重

しいですけれども新しい変異株というのは距離感が今までとは

山新聞の一面の表紙を飾っていたのは自慢ではないですが私

違っていて、食事というのはリスキーになりますので、どうかご理

の写真です（笑）。私の会長挨拶のなかでも少しお話したので

解頂けたらと思います。あと、同じように熱中症にかかる人が非

すが、仁開さんが来年のガバナー補佐に推薦されました。嶋村

常に増えてですね、現場が混乱していて発熱者を看た時に、

ガバナーエレクトに松島ガバナー補佐、私とも調整しながら石

全部コロナを疑うのですが熱中症の方もいますので、皆さま型

垣からガバナー補佐を出して下さいということで推薦し、仁開さ

の事業所でも熱中症にも充分注意するように指導して頂ければ

んも快く受入れて頂いています。ちゃんとした決定はしていませ

なと思います。最後に、ワクチンは熱が出るもんだという事で熱

んが今の時点では仁開さんになっています。ガバナー補佐は

が出ても病院にかかるなと言い過ぎて、そして解熱剤を渡され

持ち回り制にしようという話がありまして、これから 5 年に 1 回は

ているのが殆どだと思いますが、ワクチンを打って 3 日経ってま

石垣からもどなたかにガバナー補佐を推薦しなくてはいけない

だ熱が続く場合、これはワクチンを打つ前にコロナに感染して

状況になっていくと思いますので、チャンスのある時は皆さんに

いる可能性もあるんです。ですから熱が続く方は医療機関を受

もなって頂きたいと思います。それからコロナ禍のなか、我々は

診して頂くようにお願いしたいと思います。

会食のある例会をしていますが、考えるところがありまして、沖

仁開一夫氏：こんにちは。次年度のガバナー補佐に推薦されま

縄本島も昨日は 300 名石垣島も 6 名と感染者が出ています。

した仁開です。初めてなので、流れを説明しますが、ガバナー

先程、橋本委員長とも話をしましたが、このウイルスもだんだん

もそうですけれども、次年度、次々年度のガバナー補佐を決め

変化してきていまして大変な状況になっているそうです。今日、

る時には、指名委員会というのがありまして、どんな委員会かと

私は判断しましたが 8 月の例会は沖縄県の緊急事態宣言が出

言いますとパストガバナーだけが集まる世界で他の誰も入れな

ている間は休会にしようかと思っております。緊急事態宣言期

いんです。私の場合は打診はありましたけれども、大変だなと思

間の 8/22 以降はまたどういう状況になるのか見ながらになりま

いながらも引き受けましたけれども、皆さんの協力がなくては一

すが、緊急事態宣言期間中は休会にさせてください。今日は、

人ではガバナー補佐は出来ませんので、宜しくお願い致します。

各委員会委員長から方針がありますので宜しくお願い致します。 手続き上は、現年度の松島ガバナー補佐が嶋村ガバナーエレ

クトに推薦状を出すわけなんです。石垣 RC で決まったからと言

ますので、次回新しい方が入られました歳には、お時間のある

ってなれない場合もあります。引き受けた時にそれは承知して

方は参加して頂ければと思いますので、宜しくお願い致します。

いましたからなれなくてもいいやと思い引き受けました。ロータリ

三つ目、SNS について、昨年度も少し申し上げましたけれども、

ーは基本的にワンイヤールールですから、既に始まってるんで

いまフェイスブックの相当数、投稿を増やしております。ロータリ

す。ガバナー補佐エレクトだけど 9 月から毎月、東京とか那覇と

ーの例会の様子だけではなく、石垣、八重山とそういったところ

かに行かなければいけないわけで、実質的には 2 年拘束され

を取り入れております。出会いとしてはロータリーとは関係のな

るかなという形になります。会長が言っていたように石垣ＲＣから

い方でも見て頂けるような、そしてロータリーの方にも知って頂

5 年に一度出してくださいとなりますから、次受ける人もまたそう

きたい、そういったイメージで訪れやすいフェイスブックを目指し

いうような感じになります。初めての経験ですから皆さんの協力

ておりますので、ぜひ皆さんも見て頂いてフォロー「いいね」を

がないとやっていけませんので協力宜しくお願い致します。

押して頂ければ、皆さんの個人や会社のフェイスブックから他

◆ ク ラ ブ 協 議 会 ◆

に広がっていく可能性がありますので、それがロータリーの公共

会場監督（ＳＡＡ）・出席委員会【委員長：玉城力・副委員長：大

イメージに繋がっていく、そういう狙いがありますので、是非とも

本綾子・委員：松林豊・砂川和徳・西表浩司・新川正人】

ご協力をお願い致します。

≪活動計画≫1.危機管理委員会との連携による、「安心・安

会員増強委員会【委員長：東上里和広・副委員長：大田次男・

全・清潔」な例会開催に努めます。2.委員会メンバーは例会参

委員：宮良薫・宮城隆・伊盛米俊】

加者へのお礼を伝えるために、会場入口でのおもてなし＝「お

≪活動方針≫ロータリークラブの運営及び、クラブ活動を活性

出迎え」を実施します。3.開会・閉会時間を厳守し、スムーズな

化させる為には会員増強は必要不可欠です。ロータリアンとし

司会進行を心がけます。4.ロータリーソングの指揮者を参加者

て活躍できる人財の発掘を行い、増強に努めます。今年度の

から抽選で決定し、楽しく・和やかな雰囲気の例会づくりに努め

会員数を 50 名と目標を掲げます。≪活動計画≫1.会員から情

ます。以上 4 点でございますが、毎回の例会の中では拙いこと

報を集めて新会員候補者のリストを作成し、それぞれ担当者を

もありますが、引き続きご協力頂いてスムーズな進行で務めて

定め積極的に勧誘に努める。2.候補者へはロータリークラブの

いきたいと思いますので、ご協力の程宜しくお願い致します。

ビジョンの共有や、例会の体験参加などを働きかけ、入会に結

プログラム・親睦委員会【委員長：新垣精二・副委員長：松尾和

びつける。3.情報広報公共イメージ委員会など各委員会と協

彦・委員：上勢頭保・櫻井浩一・新城永一郞】

力して、新会員のオリエンテーショ充実をはかり、入会後のフォ

【基本方針】アフターコロナではなくて with コロナでロータリー

ロー研修および事業アクトなど、積極的に参加を促す。

クラブの公共イメージ向上と、本年度会長のテーマであります

会員選考・職業分類委員会【委員長：遠藤正夫・副委員長：米

「八重山の未来へ奉仕しよう」を実現するために、会員が夢を語

盛博和・委員：大濵達也・大浜一郎】

りあい、知恵を出し合い、見識を更に広め、楽しく、会員相互の

≪活動計画≫1.非推薦者の適格性を人格・識見及び奉仕の

親睦を深めるプログラムに取り組んでまいります。【活動計画】1.

精神の観点から調査検討し、理事会に報告する。

職業分類にこだわらず、地域や他団体でご活躍されている方

職業奉仕委員会【委員長：宮城早人・副委員長：宮良榮子・委

や、行政の今後の展望をお話しできる首長等をお招きしたゲス

員：宮良幸男】 ロータリアンは職業活動を通して、地域社会に

ト卓話（１回/月）2.会員相互の親睦を深め、特技等の披露がで

貢献することが職業奉仕であり、会員各々が基本に立ち返り職

きる夜間例会（２回/年）3.地域に貢献でき当クラブの PR に繋が

業に目を向け、日々の職業活動を継続的に実戦していくことこ

るオープン例会（10 月）4.会員増強、職業奉仕の各委員会と連

そが職業奉仕につながるものと考える。≪活動計画≫・会員の

携した移動例会（２回/年）まだ、会員になったばかりで右も左も

職業・職場の理解を深めるため年 2 回の職場訪問の実施・委員

分かりませんが、活動計画を確実に出来るようにやっていきた

による職業についての卓話の実施・外部講師を招聘しての職

いと思いますので、皆さんのご協力の程宜しくお願い致します。

業奉仕についての卓話の実施・各委員間の共通理解を図るた

公共イメージ委員会【委員長：山下暢・副委員長：漢那憲隆・委

め委員会の定期的な実施。今西国際委員長から以前に台湾に

員：仁開一夫・松原栄松】

行った時に台湾の方の職場訪問できたらいいんじゃないかと提

昨年度は、情報・広報委員会から改めまして公共イメージ委員

案があったんですが、いま時世が時世ですから、そういうことも

会となりました。一つ目に、お手元の週報の表紙について、昨

探りたいなと思いました。皆さんのご協力を得ながら進めさせて

年度は島の木というところで掲載させて頂きました。少しテーマ

頂きたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

は似ていますが、今年度は「島素材の産物」について触れてお

社会・青少年委員会【委員長：前原博一・副委員長：大城文博・

ります。前回はクバ今回はサガリバナで島の植物、産物がどの

委員：小林昌道・金城力】

ような商品になって世の中の出て行くかっていう事を紹介して

開催し、「社会・青少年奉仕活動」について検討するとともに主

参りますので、身近な産物を少し見直して頂ければなと思って

に以下の活動を実施する・献血を会員のみならず地域全体に

【活動計画】定期的に委員会を

おります。二つ目に、新入会員オリエンテーションにつきまして、 広げる活動を行う。・ロータリー財団地区補助金プロジェクトの
昨年度はなかなか出来なかったんですが、今回から新川さんが

申請・竹富小中学校へ「指田文庫」の図書券寄贈。

新しく入られましたので、今日の例会の前に私と吉田幹事でオ

国際奉仕委員会【委員長：今西敦之・副委員長：前木繁孝・委

リエンテーションをさせて頂きました。My Rotary のホームペー

員：森田安高・新賢次】 ＜活動方針＞昨年来の世界的な新型

ジから映像を入手して、そういったものを見て頂き、先輩ロータ

コロナウイルス発生が続くことにより、ロータリークラブ活動にも

リアンとの対話というような形で今後やっていきたいと思っており

影響を受けており、活動そのものが制約しております。その様な

状況下の中、クラブテーマを基に、海外との新たな友好クラブを

ロータリー財団委員会【委員長：南波正幸・副委員長：橋本孝

模索し、八重山の未来に夢を語り合える活動を通して、公共イ

来・委員：上原秀政・佐久本達】

メージに広報し、社会に貢献できるように努めて参ります。一年

1.ポール・ハリス・フェロー クラブ認証措置クレジットを活用し３

間、会員諸兄のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ

名の認証者を目標とする。2.ポリオワクチンに対する認識を理

ます。＜活動計画＞1.台湾友好クラブ台東東區扶輪社・台北

解しロータリー財団への寄付を１人当たり２３０ドルを目標とする。

大同扶輪社との交流 2.テキサス州ヒューストンでの国際大会へ

ロータリー財団の寄付といたしましては、一人 100 ㌦会費から頂

の参加にむけての取り組み及び PR 3.職業奉仕委員会との合

いていますが、残り 130 ㌦をポケットマネーから出して頂きたい

同事業 4.ポリオ基金・ロータリー財団・米山寄付金への支援協

とおもいます。3.寄付金の活用に関しての勉強会。4.地区補助

力 5.バギオ基金についての勉強会の開催 6.新たな海外友好

金の申請・活用についての勉強会。5.次年度に向けて地区補

クラブの模索 7.各事業の参加協力

助金を活用したプロジェクトを検討する。この 5 項目を今年の活

米山委員会【委員長：松田新一郎・副委員長：上原晃子・委員：

動計画としておりますので宜しくお願い致します。

大浜勇人】 ≪活動方針≫・「親睦と奉仕」というロータリー目的

危機管理委員会【委員長：橋本孝来・副委員長：砂川和徳・委

の具体的な実現のため「米山記念奨学事業」について、その理

員：大浜勇人・松田新一郎】

念や現状を認識していただき、活動を支援するための寄付の

ロータリークラブは紛争、経済危機、自然災害、感染症など

増進を図る。≪活動計画≫・奨学生のロータリー活動、特に例

様々な危機に見舞われながらも会員らの努力によって活動を

会、親睦会へ参加してもらう。・地区米山奨学委員会と連携を

継続、発展してきた社会に不可欠な団体です。今年度も新型コ

図り、米山奨学会の理解を深める。・普通寄附、特別寄附の要

ロナウイルス感染症の流行状況や医療情報を迅速に取得し、

請をする。普通寄付では当クラブから一人 5,000 円ということを

会員に発信するとともに活動が安全に行えるように必要な提言

させて頂きます。地区としては、特別寄付と普通寄付を合わせ

を理事会に行います。

て 2 万円を目標としております。１年間宜しくお願い致します。

-------------------------------------- ～ 例会風景 ～ -----------------------------------

7 月の誕生日 松林さん、櫻井さん
Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ♪
本日のニコニコ：✩黒島剛氏：各委員長、委員の皆さん一年間よろしくお願いします。✩前木繁孝氏：本日のクラブ協議会開催おめでとうござ
います。黒島会長及び新役員の皆さまのご活躍楽しみです。✩松田新一郎氏：本年度米山委員長仰せつかりました。地区米山にも出向して
おります。米山づくし頑張ります✩新垣精二氏：今年度プログラム委員長で頑張ります。皆様のご協力も宜しくお願いします。

◆BOX￥4,000（累計￥29,000） ◆コイン￥3,583（累計￥8,747）合計￥33,747

大濵 達也 氏 6 日（水） 松田 新一郎 氏 6 日（水） 宮良 薫
氏 12 日（火）
西表 浩司 氏 14 日（木） 上原 晃子 氏
23 日（金） 今西 敦之 氏 28 日（木）

移動例会記録

9 月 26 日（水）第 4 回（通算 2909 回）
「水辺の美化プロジェクト」

≪司会進行：前原

博一≫

＜ 出 席 人 数 報 告 ＞
✩会員総数：45 名 出席義務会員数：44 名
✩出席人数：21 名 欠席人数：23 名 出席率：47.72％
✩ご家族出席人数：14 名
✩松島寛行ガバナー補佐

✩名誉会員中山義隆市長

会 長 挨 拶： 黒 島 剛
皆さんおはようございます。世界中のロータリーが同じ日にゴミ
拾いをしようというテーマがあります。そんななか同じ日に出来
なくなったというクラブもあるとの情報もありますが、石垣ＲＣとし
ては伊野田海岸のビーチクリーンをしたいと思います。国際ー
ロータリーが全世界でロータリー奉仕デーという地球環境保全
プロジェクトを開始しました。我々分区の集めたゴミの重さ、日
本全体で集めたゴミの重さ、世界中のロータリーが集めたゴミの
量を発表するそうです。我々クラブが集めたゴミの重さも報告す
るため、明後日ゴミ回収の業者が回収に来て重さを量って頂く
ことになっています。下見に来た時より、台風 14 号で多くのゴミ
があります。短い時間ではありますが多くのゴミを拾って頂きた
いと思います。今日は 40 名ほどの会員とファミリー、石垣市長、
松島ガバナー補佐も飛行機に乗って来て頂いています。皆さ
んが持っているゴミ袋はガバナー事務所から送っていただいた
袋で、その袋にゴミを拾って最終的には、石垣市のゴミ袋に入
れなくてはいけない作業になりますが、分別もありますので考え
ながら拾っていただき、良い汗を流しましょう。国際ロータリー第
2580 地区、令和 3 年 9 月 26 日（日）第 4 回通算 2909 回の
例会を始めます。宜しくお願いいたします。

≪中山 義隆市長 挨拶≫
皆さんおはようございます。石垣ロータリークラブからお声がか
かりまして、ぜひ一緒にしようという事で日程を調整させてもらい
ました。多くの皆さんに参加して頂きまして本当にありがとうござ
います。島の方ではビーチクリーンのボランティア団体が複数あ
りますけれども、こういう形で皆さんにボランティアでゴミを拾っ
て頂けるということで、自分達の島が綺麗になっていく姿をみん
なで一緒に体験したいと思っております。また、新聞等々でもご
覧頂いたと思いますが、これまで漂着ゴミに関しましては、費用
を払って島外に持ち出したり、処分費用を払ってとやっていまし
たが、石垣市と繊維会社の豊島(株)と連携しまして漂着ゴミの
ペットボトルをその会社が買い取って通常のペットボトルを 9、
漂着ゴミの 1 を混ぜて原資を作ってリサイクルをし、Ｔシャツや
いろんな物に製品化するということを今年から始めました。今日
みなさんが拾って頂くペットボトルは間違いなくリサイクルに回り
ますので盛大に拾って頂きたいと思います。地球環境に優しい、
また地域の自然環境にも優しいボランティア活動を進めて頂け
たらと思います。ケガのないよう、よろしくお願いいたします。

≪松島寛行ガバナー補佐 挨拶≫
皆さんおはようございます。日曜日のお休みのところ朝早くから
このように沢山の方にお集まり頂きありがとうございます。市長も
本当にありがとうございます。2580 地区は、1 年近く今年度のテ
ーマを掲げて準備して参りました。世界で、日本で、地域で良
いことをしよう！というようなテーマで各クラブがスタートしました。
コロナ禍ではありますけれども、概ね素晴らしいスタートになっ
たと思います。私どもの石垣ＲＣの黒島丸が出航して、1 年間素
晴しい活動をしているところでございます。会長は先ほどゴミ拾
いに飛行機に乗って来てくれてという事でしたけれども、私にと
ってはただのゴミ拾いではございません。この動きは、会長もお
っしゃっておりましたが世界に広がりました。そして我が地区で
は今日が本当の意味でのスタートで、日本の最南端の素晴し
い海にロータリーが関与していることは素晴らしいことだと思い
ます。今日を一つのスタートにして一年間、黒島丸が素晴しい
航海が出来ますように祈念いたします。今日は楽しみましょう♪

約 1 時間で 46 袋分、190 ㌔の量でした。

米盛さん、上勢頭さん、黒島会長
Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ♪
米盛 博和 氏 7 日（火） 上勢頭 保 氏 9 日（木） 松原 栄松 氏 15 日（水）
橋本 孝来 氏 16 日（木）
松尾 和彦 氏 20 日（火） 黒島 剛
氏 24 日（金）

