国際ロータリー第２５８０地区

2021 年（令和 3 年） 12 月 1 日（水） 第 11 回例会（通算 2916 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
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副幹事：松田

ＳＡＡ・出席委員長：玉城

新一郎
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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$￥114

【 木

藍 】

世界の共通語“インディゴ”はジーンズに代表される染料で、その土地土地で抽出する植物が異なります。
日本でも古くから藍染に用いられ“蓼食う虫も好きずき”と言われるタデ科の藍が一般的ですが、亜熱帯の石垣
島ではマメ科のナンバンコマツナギ（印度藍）から染料が採られます。常緑低木から“木藍”とも呼ばれ、その葉
や実から染料を発酵抽出します。主に繊維への浸染が一般的でしたが、最近では木材や皮革への染色が商品
化されています。

［資料協力：simaai/島藍農園］

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

12 月のプログラム

12/1（水）ゲスト卓話：メルレ祐子様（ルフトハンザドイツ航空客室乗務員） 12/8（水） ゲスト卓話

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

11 月 17（水）第 10 回（通算 2915 回）ゲスト卓話：屋宜 靖 様
求めの方は事務局までお願い致します。会員の松尾さ

✩会員総数：45 名 出席義務会員数：44 名

んから、ファミリーマート限定の商品で、ホリエモンがプ

✩出席人数：28 名 欠席人数：16 名 出席率：63.63％

ロデュースするポテトチップスを沢山いただいたというこ

≪司会進行：大本

✩ロ ー タ リ ー ソ ン グ：手に手つないで
✩ソ ン グ リ ー ダ ー：東上里
✩メ ー ク ア ッ プ：大濵

とでお持ち頂いています。お帰りの際にお持ち帰りくだ

綾子≫

さい。また、大本さんから、実家の柚の木から実を収穫

四つのテスト

したということで、たくさん持って来て頂いております。こ

和広

達也

小林

昌道

森田

会 長 挨 拶： 黒 島 剛

安高

ちらもお帰りの際にお持ち帰りください。

◆ ゲスト卓話：屋宜 靖 様 ◆
(竹富町商工会 会長)

テーマ：竹富町商工会の概要について
今年から竹富町商工会の会長を務めさせて頂いており
ます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。石垣市の大濵
達也会長とともに新しい会長ということであります。石垣
ＲＣの会員であります上勢頭前会長から、講話のことを
やってくれと言われて断り切れずに今日に至っておりま
す。「竹富町商工会 9 の島々の概要・課題・展望」とい
東京八王子ＲＣの青木様、ご丁寧な挨拶文をありがとう
うことでお話をさせて頂きますが、竹富町のマスコットキ
ございます。バナーまで頂いたということですので、こち
ャラクターのピカリャーのデザインは、うちの長女が作っ
らからも当クラブのバナーをお送りさせて頂きたいと思
たデザインになります。まずは自己紹介を致します。
います。今日の新聞に与那国の久部良中学校が体育
1965 年石垣市新川生まれです。諸事情により、幼少期
祭をして伝統芸能を披露したという記事がありました。
は西表・由布島で祖父母と暮らしておりました。新川小
我々クラブから与那国中学校と久部良中学校に寄贈し
学校、石垣中学校、八重山商工とエリートコースを進み
ようとしていました太鼓が間に合わなくて、間に合ってい
まして、その後、大阪・東京で仕事をして平成 5 年に帰
たら今回の体育祭に使っていただけたと思い残念に思
郷しております。現在は株式会社由布島と農業生産
いました。スケジュールがいろいろとあり、与那国に太鼓
(有)西表生産農園、いりおもて観光(株)と 3 つの仕事を
を寄贈するのは来年の 1 月頃で調整しております。
させて頂いております。【竹富町概要】9 つの有人島と 7
学校の都合もありますので、スケジュールを合わせて行
つの無人島からなっております。人口は、9 月末現在
こうと思っています。新聞テレビなどで軽石の問題があり
4,342 名です。「日本で 3 か所だけ？」何か分かります
ますが、石垣島にも平久保の方から今月末に来そうなう
か。国なの自治体で域内に役所がないのは、鹿児島県
わさもあります。今日の県知事の記者会見では、軽石の
の三島村・十島村と竹富町の 3 町村のみです。現在の
撤去に 10 億を使っているという話で、相当な規模の軽
竹富町の役場は、建て替えということで来年の 4 月を目
石が流れて来る可能性もあります。それによって戻ろうと
処になるそうです。各島々には、一番近い竹富島には
している観光客がどうなるかという議論もあります。今日
船で 10 分、遠い波照間島には 1 時間から 1 時間半の
は竹富町商工会会長の屋宜さんがお見えになっていま
アク セス に なってお ります 。竹 富町の 人口 、総 人口
すのでこれも踏まえて、竹富町の観光業の話を聞きた
4,329 名、男性 2,246 名、女性が 2083 名、1970 年ぐ
いと思います。屋宜さん本日はよろしくお願い致します。
らいから横ばいの時代でしたが、若干増えている状況
◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆
です。島で見ますと一番多いのは西表島の 2,449 名
先日、東京八王子ＲＣ、社会福祉法人 清心福祉会
（56.6％）その次に小浜島 750 名、その次が波照間島
理事長の青木様という方が事務局に見えておりました。
485 名となっております。5 年前までは、波照間島がＮ
平得の方に「平得わらべ保育園」を開園され、本日、メ
02 でしたが、最近は小浜島が増えてきています。島々
ークアップをしたかったのですが、飛行機の関係上、来
の紹介では、伝統工芸は石垣とほとんど似ていますが、
ることができなかったので、ご挨拶文とニコニコに 1 万円
自然のほうは石垣とぜんぜん違うところなのかなと思い
を頂いております。ちょくちょく石垣に来られるようです
ます。令和 3 年 7 月に世界自然保遺産に登録されまし
ので、もしお会いするようなことがございましたらお礼を
た。竹富島は周囲 9.2 ㎞、人口が 344 名とこの島も人
言って頂けたらと思います。新春の交歓会のチケットが
口が増えている島であります。小浜島は、島々の中心
事務局に届いております。1/4（火）16：00 にＡＮＡインタ
地と自慢げに言っておりますが、小浜製糖があります。
ーコンチネンタル石垣リゾートにて行われます。お買い
黒島は言わずと知れた牛祭で有名なんですが、現在の

人口は 226 名となっております。波照間島はなぜか人

一般的な観光地よりも少なくとなっています。竹富町商

口が減っている島ですが、製糖工場があり最近では畜

工会については、竹富町物産観光振興公社というのを

産の方にも力を入れてきております。オヤケアカハチの

筆頭株主でやっておりますが、これは上勢頭前会長が

生誕の地です。鳩間島は「何もない」がそこにある島で

頑張って作っていだいた組織でございます。主に島土

人口が 62 名、主な産業がほとんどない島です。由布

産ということで空港で与那国町と竹富町の特産品を販

島・新城島・嘉弥真は小さくて人はあまり住んでいない

売しております。支援体制については、指導員が 2 名、

島です。西表島を紹介させて頂きます。最近は、大自

補助員 1 名、記帳指導員 1 名の 4 名、それに物産観光

然のなかでのアクティビティとい体験型の観光が増えて

振興公社のスタッフが 4 名となっております。会員数は、

きています。ちょっと前まではダイビング、その後はカヌ

2017 年には 357 名で今年の 9 月には 390 名となって

ー、最近、流行っているのはサップのツアーがだいぶ増

おり、コロナの影響で支援金等の相談を請け負うように

えてきております。西表島の観光名所にはマングローブ、 なってだいぶ会員数が増えてきております。今年度中
水牛舎で小さな島へ渡る由布島のツアーが人気のコー

に 400 名になるのではと期待しております。業種別では、

スです。なんといっても人気があるのはやっぱりイリオモ

建設業はほとんどいなくて主に食品等も含めた製造業

テヤマネコですね。ナイトツアーではホタルがあります。

で、卸売業は 1 件しかありません。小売業も非常に少な

3 月中旬から翌年の 1 月頃までほぼ年間を通して見る

いです。飲食・宿泊・サービス業に特化しているのが竹

ことができます。石垣島でも見れる南十字星、こちらは 1

富町の特徴的です。竹富町には、多いときでは 200 万

月から 6 月に見れます。島のまつりは石垣島と似ていま

人のお客様が来られるわけですが、こんなに沢山のお

すが、特徴的なのが、竹富島の種子取祭と西表島の節

客様が来ているのになかなかお金が落ちないということ

祭り、こちらの方も無形文化財になっております。今年

で、加工場がないのでお土産のような物がない。成果と

の 7/26 に世界自然遺産に登録されましたが、平成 25

かパインやマンゴーは買ってもらうのですが、成果のあ

年から取り組んでいまして、約 8 年かけて何とか自然遺

る次期はいいのですがない次期にどうやってお客様に

産になりました。今回の登録には、奄美大島・徳之島・

お土産を買ってもらうかというのが課題であります。私は

沖縄本島北部、西表島、この総面積の約 50％が西表

パインも作っておりますので、パインのことを少しお話し

島で構成しているということになっています。非常に大

ます。パインは昔から石垣島を中心としてパイン工場も

事な自然が残っているということでですね。観光案内人

あったんですが、最近は成果の方にパインが変わって

条例では、ガイド登録しないと島には入れないことにな

きていまして、うちではボゴール（スナックパイン）とソフト

っています。世界遺産というのは、エコツーリズムを持続

タッチ（ピーチパイン）を作っています。石垣島ではハワ

可能な観光の形態の一つと位置付けられています。ル

イ種Ｎ67-10、最近では沖縄 17 号というパインも栽培始

ールを守りながら息の長い観光地を目指していくという

めています。非常に甘くて美味しいパインです。今後は、

ふうに取り組んでいるところです。続きまして、島々の産

加工製造業の可能性というのも力を入れていくと面白い

業について簡単にご説明いたします。主に、肉用牛や

のが出来るのではないかと考えております。市場ニーズ

熱帯果汁、車エビや黒糖、ミンサー織ともちきびに泡波

には非常に高いものがありまして、お菓子でいくと最高

となっております。産業別就業者数は、第 1 次産業は約

で 2 兆円ぐらいになるということですね。竹富町商工会

17％、サトウキビと畜産の方が多くなっています。第 2

では、地域ビジネス力強化育成支援事業というのをやり

次産業では、建設・製造が非常に少ないというのが竹富

ました。お菓子を作って東京のビッグサイトとサンプル調

町の特徴かと思います。島の産業ではいまだに多いの

査等も行ったのですが、いくつかは商品化になったけ

がサトウキビで波照間島、西表島、小浜島の 3 製糖工

れども、まだまだ成功事例にはほど遠いのかなということ

場で一番多いのが波照間島です。続いて、観光客入域

で、いろいろな仕掛けをしているところです。あとは「竹

客数ですが、1970 年からのデータですが、一番多いの

富町キャッスレス環境整備事業」ということで、町内には

が、2014 年の 1,159,060 名となっており昨年はコロナ

いまだに銀行がありません。最近のお客様はカードで

の影響を受けまして 593,480 名という数字になっており

現金を持たない方もいらっしゃるので、何とか対応しよう

ます。観光客の季節動向については、主に 3 月、8 月、

ということで整備を進めてきました。続いて竹富町物産

11 月の旅行シーズンのピークの流れとなっています。

観光振興公社でうすが、一番多い時で約 5,000 万円/

去年、今年はほとんど当てはまっておりません。竹富町

年の売上があったのですが、去年・今年と非常に苦戦

の観光の特徴的なのは、非常に日帰りが多いというの

をしております。町内の会員さんの所で作った商品を販

が上げられます。宿泊施設が少ないというのもあります

売しております。一昨年からパイナップル饅頭を作って

が、石垣を拠点に各地を回れるということで宿泊の数が

おりまして、これも大変好評を頂いております。今年度

にしている活動ですが、～竹富町の各島ファンへのリマ

らない事業者が日々増えています。同じ事業者でも知

インドメッセージ発進と島々全体のファン作り～というこ

らない業者が増えているということで非常にこれが大き

とで公社のなかのＥＣサイトを通してファンと特産品事業

な問題になっております。貨物コンテナは○○○○？

者の結びつけをしていこうという取組みをしています。私

だらけ。島々の物流はコンテナで行きますが、開けると

の最近気になること。昨年度、イリオモテヤマネコの交

全てがアマゾンです。見事にアマゾンだらけになってお

通事故が 0 件でした。これはコロナ禍で観光客が減った

ります。小売業が苦戦しているというのが現状です。

からではないかという声もあったのですが、実は今年は

簡単ではございますがこれで終わります。

すでに 5 件の交通事故がありまして、これは観光客だけ

ご清聴ありがとうございました。

の問題ではないのかなと考えております。顔や名前も知

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

島々の紹介

竹富町の島々を紹介していただきました。

11 月に誕生日を迎えられた宮良榮子さん、山下暢さん
東上里和広さん おめでとうございます！

屋宜靖様 卓話ありがとうございました。

本日のニコニコ：✩黒島剛氏：竹富町商工会会長 屋宜靖様 今日はお忙しい中、ゲスト卓話ありがとうございました。
✩上勢頭保氏：屋宜会長の卓話有難う御座います。感謝 ✩仁開一夫氏：島村ガバナーエレクトとの親睦会の残金
✩前木繁孝氏：屋宜様 本日はありがとうございました。✩宮城早人氏：明後日 11/19 新築祝を行います。既にご案内しましたが、どうぞ
お気軽にお越しください。お待ちしております。✩東上里和広氏：今期、2 回目のソングリーダー指名ありがとうございました。
✩吉田貴紀氏：屋宜商工会長、卓話ありがとうございました。✩今西敦之氏：屋宜様、本日の卓話よろしくお願い申し上げます。
✩山下暢氏：色黒のヤギさん、卓話ありがとうございました。✩新垣精二氏：屋宜商工会長 作り込みされた卓話ありがとうございました。
✩新川正人氏：初めての夜間例会 楽しかったです。✩第 2750 地区東京八王子ＲＣ：青木訓行氏

◆BOX￥26,000（累計￥121,450） ◆コイン￥3,012（累計￥27,126）合計￥148,576

前木 繁孝 氏 19 日（日） 砂川 和徳 氏 21 日（火）玉城 力 氏 21 日（火）遠藤 正夫 氏 25 日（土）

