国際ロータリー第２５８０地区

2021 年（令和 3 年） 10 月 27 日（水） 第 8 回例会（通算 2913 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

【 ア ダ ン 】
パイナップルのような実をつけるアダンは砂防林や観賞用として植えられ、螺旋状に生える葉や
長く伸びた気根は繊維素材としても幅広く利用されてきました。葉の棘は丁寧に切り取り、乾燥させて
使います。堅くて丈夫なことから草履や敷物、カンカン帽などに用いられ、使うほどに馴染んでくると
言われます。最近では、異素材と組み合わせて風合いを活かしつつ、丈夫でファッション性の高い
用品も作られています。［資料協力：民具なかぎり］

地区ガバナー：若林 英博氏
「世界で、日本で、地域で良いことをしよう」

SERVE TO

✩大きな目標と 5 項目✩

CHANGE LIVES

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

10/27（水） 会員卓話：宮城 早人 氏

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

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

10 月 20 日（水）第 7 回（通算 2912 回）会員卓話：仁開 一夫 氏

✩会員総数：45 名 出席義務会員数：44 名
✩出席人数：22 名 欠席人数：22 名 出席率：50％
≪司会進行：玉城
✩ロータリーソング

力≫

：奉仕の理想

✩ソ ン グ リ ー ダ ー：松尾

四つのテスト

和彦

がきます。これからはテレビの世界ではなくてライブ配信
の世界に時代は変わっていくんじゃないかなと思います。
コロナで、会議も離れていても出来るということが分かり
ました。私も会長になる前に PETS とかも Zoom 会議で
行って、東京に行かずに Zoom 会議で出来るようになっ
て、コロナになってから、こういうことも出来るということが
勉強になっているのかなと思います。ますますこの世の

会 長 挨 拶： 黒 島 剛

中どういうふうになっていくのか分からないですけど、こ
の光ファイバーの発達というのは凄いなと思います。イベ
ントなどの時には大田さんにお世話になっております。こ
の後は仁開さんの卓話となっております。ガバナー補佐
エレクトということのお話だと思いますが、今年もいろいろ
忙しそうですが、来年はもっと大変になると思います。卓

先週、国際委員会の今西委員長の主催で久々に夜間

話楽しみにしています。よろしくお願い致します。

委員会をしました。私が会長になってロータリーメンバー

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆

とお酒を飲むのは初めてで嬉しすぎて酔ってしまいまし

沖縄県の赤十字血液センターから献血のお願いが来て

た。その節はどうもありがとうございました。だんだんイベ

おります。11 月の始めから下旬にかけて行われます。ポ

ントが増えてきているな、という雰囲気を感じています。

スターも届いておりますので、可能な方は事業所の方で

先週、石垣島フラフェスティバルというイベントがありまし

貼って頂きたいと思います。今年度、若林ガバナーの方

た。こういう次期ですのでどうしても観客を入れられない、 針で献血の事業をやって欲しいとの依頼もありまして、ち
無観客でしましょう！ということで無観客でのイベントでし ょうど沖縄県の赤十字血液センターから石垣ロータリー
た。なぜ無観客でイベントが出来るかというと、大田さん

クラブさんが主催して献血の事業をやって貰えないかと

うになってテレビ局が中継する並の映像をお茶の間でテ

ブの方でやっていく事になると思いますので、その際は

レビで観れるシステムがいま簡単に出来るようになった

よろしくお願いいたします。

の NTT が光ファイバーというのが発達してきていまして、 のお願いがございました。日程は、来年の 5 月下旬から
今までは音だけだったんですが、映像の容量も送れるよ 6 月の上旬になるかと思いますが、県と協力しながらクラ

んです。イベントをして、茶の間で観てくださいと新聞告

◆ 会員・委員会からの報告 ◆

知をすると、石垣市でやっていても日本中、世界中で観

今西敦之国際奉仕委員長：皆さん、こんにちは。先般、

れるという方式が成り立つようになって来ました。そのな

Slack の 方 に も ご 案 内 をさ せ て頂 き ま しが 、本 年 度

かでも Big タレントがする時には、料金設定がありそこへ

2021-22 年の世界国際大会がアメリカのテキサス州ヒュ

申し込みすれば観れるとか、料金はただなんですが、投

ーストンで、6/4～8 日の日程で開催されます。ここ数年、

げ銭といって花金みたいなお金が投げられんです。そう

橋本年度と森田年度と世界大会には参加しておりませ

いった意味でイベントとかが成り立ってきています。また、 んが、今年度はぜひ多数の会員と参加させて頂いて行
石垣島まつりが 11 月 6 日、7 日にありますが、石垣市役 けるのかなと思っております。第 1 回の締め切りが 11/30
所が新庁舎に移るということで、石垣市の古い建物に旧
消防の駐車場側からあの建物にプロジェクターで水族

に 1 回目の登録を締め切らせて頂きます。登録料は

475$ですので、今ロータリーレートが 120 円弱だと思い

館みたいにお魚を泳がすんです。これも無観客で、人が

ますけれども、2 回目の登録が来年の 3/31、この時には

する。市民会館は千人ぐらい入るので、半分ほどお客さ

675$というような 2 万円と少し上がるような形になってお

立ち止まったらダメということで歩きながらこの映像を観る、 約 100$上がります。ですから日本円にして 1 万数千円
それが終わったら次は市民会館で BEGIN の生ライブを 上がります。最終の締切が来年の 6/8、になりますと
んを入れるということです。石垣市の高校の 4 校の高校

ります。早期早割で第 1 回目の締切が 11/30 となってお

三年生 400 名を招待してやるということになっています。

りますので、どうか皆さんご検討して頂きましてご出席を

それを家のテレビで You Tubu のライブ配信で観ること

賜りたいと思っております。尚、万が一中止あるいは不

ができるというシステムがいま発達してきています。私も

参加となった場合には登録料は戻るようになっておりま

仕事でやっていますが、いろんなところから出演した人

すので、この辺もご理解しながら検討中の方も結構です

達が、いろんなところから良かったよーというすぐに反応

ので、11/30 までに事務局までご連絡頂けたらと思って
おります。どうぞ宜しくお願い致します。

大浜勇人米山副委員長：米山委員会より度々のお願い

長が望ましいということになっていますので、誰にあたる

で申し訳ございませんが、今月は米山月間でございます。 か分かりませんけれども、次年度の会長に指名されたら
ぜひ、特別寄付の方をお願い致します。ロータリアン一

引き受けてください。地区大会も早くなります。年度は 7

人当たり 2 万円を目標としております。普通寄付で 5 千

月から始まりますが、9 月になります。スタートして 2 ヶ月

円は会費から全員しております。残り 1 万 5 千円を特別

ですぐに地区大会です。いままでは 12 月や 2 月とかが

寄付でして頂きますよう宜しくお願い致します。

多かったけれどもすぐにやりますと。そして基調講演に

◆ 会員卓話：仁開 一夫 氏 ◆

は、この間行われた東京パラリンピックの最終日で国際

テーマ：次年度のクラブ運営について
皆さん、こんにちは。次年度にガバナー補佐を引き受け
てガバナーからも了解を頂きましたのでご報告致します。
なぜ、私がガバナー補佐になったのかご説明致します。
地雷の除去でカンボジアに行った時に、東江戸川ＲＣの
嶋村さんに初めてカンボジアで会いました。それから個
人的に交流が深まり、石垣ＲＣの記念事業にも来て頂い
て、私も東江戸川ＲＣ例会にも出ましたし、そうやってい
るうちに嶋村さんがガバナーエレクトに決まったんです。
それで良かったねと言ったら、仁開さん良かったねじぁ
ないですよ、ガバナー補佐をお願いするつもりですよと。
仕事も忙しいなかやっていけるかと思ったけれども、皆さ
んもご存じのように、うちのメンバー5,6 名ぐらいは、東京
に行って個人的に嶋村さんにお世話になっているんで
すよ。これで断ったら石垣ＲＣのためにもならないなと思
って引き受けた次第であります。引き受けたからにはい
ろいろあるでしょうけれども本題に入ります。嶋村ガバナ
ーの方針は“Take Action for Rotary Future”ロータリ
ーの未来のために行動しようということと”Reach Out for
World Peace”世界平和のために手を差し伸べようという
この二つです。もちろん他にもたくさんあります。この二
つが基本です。言葉だけではなくて、未来のために行動
を起こしてくださいというようなことであります。もの凄く研
修が多くて引き受けたからには後に戻れないなと思って
います。次年度の会長も大変かとおもいます。私の担当
は、石垣ＲＣ・宮古島ＲＣ・名護ＲＣ・コザＲＣ・那覇ＲＣ・
那覇東ＲＣの六つを担当します。クラブ協議会も皆さん
は分かっていると思いますが、ガバナー公式訪問の前
に二週間前にガバナー補佐の責任でやってくれと言っ
ています。ガバナーは、ガバナー公式訪問の時に卓話
をするだけになります。次年度は、ガバナー補佐が仕切
ってやってくださいということになっています。ガバナー
補佐に同行する分区幹事も廃止しますよということです。
あとＩＭ大会もしない、けれども合同例会をしてくださいと
いうことです。六つのクラブの合同例会は、1 カ所に集ま
らないといけないので那覇の方でしようかと予定していま
す。もう一人のガバナー補佐は那覇南ＲＣの方です。那
覇南ＲＣはＩＭ大会の担当だったんですが IM 大会はや
らないことになりました。それとクラブ研修リーダーを各ク
ラブに一人立ててくださいと、それは出来ればパスト会

ロータリーのメンバーでもある福岡中央エンジョイロータ
リー衛生クラブの道下美里さん、パラリンピックの女子マ
ラソンで金メダルを取った方で、この方が基調講演をす
ることになっています。分区幹事も置かないＩＭもやらな
い地区大会は早めにする、クラブ協議会はガバナー補
佐で二週間前にやってくれ、その為にいろいろ勉強会
があります。ＲＬＩの研修会も受けてくださいと、ガバナー
補佐の研修とは別にです。この前も出欠のメールが来て
いましたが、仁開一夫はぜんぜん受けていないと、こうい
うのもみんな出してきます。会長が言ったように Zoom 会
議で参加するしかないなと思っています。前もって勉強
をしなさい、そして今までとは変えてきますよと、ガバナ
ーの方針ですから。うちの会長も毎年替わるようにガバ
ナーも毎年替わります。ガバナー補佐になって分かった
んですが、二年前から始まっている世界です。スタート
から始まるのではなく、その前から勉強会や研修会が始
まって大変だなと思っています。一年前から始まって二
年間は拘束されるなという感じです。嶋村さんのやり方
は、ガバナー補佐で殆どやってくれ自分は最後のガバ
ナー公式訪問の卓話をしますよと形ですから、分かりま
したということで了解しました。私が石垣ＲＣから初めての
ガバナー補佐になりますけれども、これからガバナー補
佐になる人は 5 年に一回に回ってきます。なりたくて手を
挙げるだけではなれないようなシステムもあり基本的に
はガバナーが指名します。手続き上は、前年度のガバ
ナー補佐沖縄分区からこの方で了解しましたという文書
を出して決定権はガバナーにあるようにこれまでの経緯
を見ていたらそんな感じですから 5 年後、誰にあたるか
わかりませんがそういうようなことになっています。次年度
の大浜勇人会長は大変だと思いますけど、各クラブでロ
ータリー賞に挑戦しようというのがあります。25 の項目の
うち 13 の項目を石垣ＲＣから上げてください、そしてその
進捗状況を報告してください、会長がですよ。25 の項目
というのは会員増強から始まって、ロータリー作成の公式
推進月資料の使用とか 25 の項目があって、このうちの
13 項目を選べばいいわけです。それについて、進捗状
況を会長が報告しなくてはいけなくて、おそらくガバナー
補佐としてガバナーに報告することになるとおもいます。
なかには、インターアクトクラブ、ローターアクトクラブや
奉仕プロジェクトについてとかの 25 項目があります。25

項目は決まっていますが、具体的な内容はまだ決まって

うですよね。石垣島だけでロータリークラブは成り立って

いなくて来年の 6 月までには決まりますから、次年度の

いるかというと、東京や大阪などいろんなところから来て

会長はそこら辺は見ていてください。次年度は、石垣

成り立ちます。石垣島だけでは経済も観光も成り立たな

RC から地区の委員も 5 名ほど出ます。東京に呼ばれて

いですよ。その分いろいろ勉強してやった方がよろしい

地区の委員会もありますから忙しくなります。二つ目のポ

のでないかとの報告がありました。クラブ内も大切ですが、

イントは、行動する公共イメージです。ここを重点的にし

他の地区や 2580 地区はどういうふうに考えているか、石

てくださいということです。これに関して、浦添ＲＣの新城

垣も石垣のやり方もあると思いますけれども、バランスを

ガバナー補佐が話していましたが、今までは私も地区の

取らないといけないかなと思います。最後になりますが、

委員に参加していましたが、帰って来てもクラブ内での

うちの出席率は 60％超えるか超えないかぐらいです。と

報告をあまりしなかったし、他のメンバーも東京に行って

ころが東京などは 100％例会とか 80％や 90％がざらな

会議に出て来ても報告しなかったと。自分はガバナー補

んです。これは何故かと考えたら、入会の時に宣誓の時

佐になっていろいろ勉強会しているなかで、自分はロー

に「私は 60％出席します」という宣誓していますでしょう、

タリーのことをあまりにも知らなすぎた、これからは勉強し

次年度の会長に相談して、いきなり 80％と 20％を上げ

なくてはいけないなと、沖縄だからと地域差や格差があ

るのはキツいですから、せめて 70％に宣誓させた方がよ

ると言っていれないなというような話がありました。自分は、 ろしいのではないかなと思います。20 年前からずっと
ロータリーの公共イメージとか地区の動きに対して何も分

60％と宣誓している状況ですから、そういうのを少しずつ

からなかった、ただ浦添ＲＣのなかだけで活躍してたん

変えていったら、石垣ＲＣはいいクラブになると私は思い

だと言っていました。その通りですよね。石垣島だってロ

ます。以上で私の卓話は終わらせていただきます。

ータリーを作ったのは石垣島精糖が主導ですし観光もそ

ありがとうございました。

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

本日のニコニコ：✩黒島剛氏：仁開さん、会員卓話ありがとうございます。ロータリーの勉強頑張ってください。✩仁開一夫氏：卓話をさせ
ていただきありがとうございました。✩宮良榮子氏：仁開さんの卓話に感謝

✩前木繁孝氏：仁開さん卓話ありがとうございました。健康で例

会に参加できる事が幸せです。✩森田安高氏：仁開さん卓話ありがとうございました。✩大浜勇人氏：仁開さん卓話ありがとうございます。
✩宮城早人氏：仁開さん卓話ありがとうございました。✩今西敦之氏：黒島会長、大浜副委員長、前木副委員長、森田委員、宮城委員長、
委員会にご出席いただきありがとうございました。✩新垣精二氏：仁開さん、卓話ありがとうございました。

◆BOX￥9,000（累計￥57,000） ◆コイン￥2,331（累計￥18,015）合計￥75,015

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）

