国際ロータリー
第２５８０地区

2020 年（令和 2 年）6 月 10 日（水）第 32 回例会（通算 2872 回）
今月のロータリーレート 1＄＝108 円
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今週の御嶽の紹介

玻座間御嶽（ウーリャオン）竹富島

竹富島の始祖である６人の王のうちの１人、「根原金殿」を祀
っています。根原金殿は、屋久島から渡来したとされ、玻座間村
の祖として祀られています。粟の耕作に努めたので「粟の神」と
されます。一番勢力が強く、徳も高かったとされ、各村々で個々
に行われていた種子取祭を一つに統合しました。［西集落］
玻座間御嶽は、島最大の神行事である種子取祭を執り
行なう世持御嶽の西隣に鎮座しています。
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6 月 3 日水）第 31 回（通算 2871 回）例会記録

◇◆◇会長挨拶：橋本

孝来◇◆◇

「新入会員：入会式」

伝染病に遭遇してきたわけなんですけれども、ロータリーが
ずっと発展してきた事をみるとやっぱり凄いなと改めて思い
ました。これからもこういう例会や時には Web になるかも知
れませんし或いは電子メールとか、いろんな媒体を上手く
使いながらコミュニケーションをしっかり取っていければい
いかなというふうに感じております。

本日、受付に体調のチェック表があったと思いますが、少し

◇◆◇幹事報告：大田

次男◇◆◇

例会のスタイルに変更がありましたのでその事を説明させ

皆さんこんにちは。三ヶ月ぶりの幹事報告です。例会休会

ていただきます。手指消毒のアルコールはホテルの方でも

のあいだ会員の皆様には 2 回ペーパー媒体で幹事報告を

準備されていましたし当クラブの方でも準備した次第です。

して参りましたので、それ以降の事柄について報告いたし

マスクの着用をお願いしたいということと、体温計は持って

ます。ロータリーの友事務所から毎月ロータリーの友が発

きましたけれども、こういう次期みなさん方それぞれの事業

行されておりましたけれども、新型コロナの影響を受けまし

所のリーダーでいらっしゃるので自己管理という意味でや

て 5・6 月号、7 月号につきては月初めの到着が遅れますと

ってきているという方も沢山いらっしゃると認識しています。

の事です。各在京の周年事業等がありますが、東京江北Ｒ

ですから体温を測ることがマストというふうにしているつもり

Ｃは 60 周年記念を準備していましたが、新型コロナの影響

ではなく、あくまでも自己管理の一貫としてやっていただく

で中止になりました。東京上野 RC 山下パスト会長から頂き

ということです。チェック表に関しては提出の御協力をお願

ましたマスクのお礼状と八重山特別支援学校に寄贈した時

いいたします。実際にこういった集会を地域のリーダーが

の新聞記事、それと石垣島のパインを送ることとして対応し

集まって催す上でこういうスタイルで行っているというのは

ております。ローターアクトの年次大会が今月 20 日に行わ

社会に対しても大切なことではないかと思います。さて、6/1

れますが、招集しての開催ではなく今流行りの ZOOM で

日全国で花火が沢山上がりました。花火師さんの結束力も

ＷＥＢミーティングにて開催されるとのことです。これまでの

感じましたしもの凄く励まされて元気をもらったような感じが

登録料は 1 万数千円でしたが、こういった新しいスタイルに

いたします。石垣市も我々のクラブも沢山の支援を頂きまし

なったことで登録料も千円と非常に安価になってきておりま

た。凄く有り難いなと思いますが、皆様方はこういう危機を

す。6/10 に米山ガイダンスオリエンテーションが開催されま

想定していない状況に陥って事業を継続、事業継承を相

す。それについても次年度の米山地区委員の松田新一郎

当意識されたんだろうなというふうに思います。それぞれご

さんが ZOOM でオンライン参加となります。ガバナー事務

苦労なさったと思います。その中でいろんな要素があると

所やロータリーの友事務所等の各事務所については 5/25

思いますが、コミュニケーションを継続するというのはとても

政府の緊急事態宣言の解除後は、一気に事務所を開くの

大事なことだと思います。今日フェイス to フェイスでお会い

ではなく、時間の短縮やシフトしての勤務とのことです。当

出来てとっても喜んでいるんですけれども、飲ミュニケーシ

クラブのユニフォームについては 20 数件のお申し込みが

ョンも、コミュニケーションもそもそもはエネルギーを使うもの

ありますが、ネーミングの刺繍を今週中に行いたいと思いま

なんです。特にコミュニケーションのスタイルが変わるともの

す。あくまでも一時締切りでありますのでこれからの注文も

凄くエネルギーがいるんです。理事会でも 2 度も ZOOM で

可能であります。刺繍は那覇に送りますので今週中のお申

理事会をしたんですが結構疲れるんですね。コミュニケー

し込みをお願いいたします。本日、例会の前に 11：30 から

ションはエネルギーを消費するんですけれども、エネルギ

新旧合同理事会が開催されました。内容につきましては、

ーを生み出してくれるのも非常に大きいというふうに感じま

今年度の収支の見込みについて説明いたしました。収入

した。これかもロータリー自体が発足してから何度も沢山の

は会員が増えましたので増、支出はコロナの影響で減とな

りました。次年度の委員会、役員について、年間活動報告、

氏

概要についても承認されました。各自に配られていますが

会社名：株式会社西表鉄筋

自殺対策相談窓口の周知におけるご協力の依頼がきてお
りますので、市民が目にする場所に掲示等で周知できるよ

役

名：西表浩司氏
職：代表取締役

職業分類：鉄筋工事業

うお願いいたします。

生年月日：1976 年 10 月 14 日生
皆さんこんにちは。社会奉仕活動には、僕自身も会社を立

◇◆◇新入会員のご紹介◇◆◇

ち上げた時から保護司会の方でやんちゃな子供達と 10 年

氏

名：大本綾子氏

会社名：ジブラルタ生命保険株式会社
職業分類：生命保険
生年月日：1977 年 4 月 28 日生
こんにちは。社会に奉仕する機会としてロータリークラブの
会員になれましたことを誇りに思っています。自分の責務を
果たしながら社会に貢献できるようにしっかり勉強させてい

の付き合いをしています。5 年前に沖縄県の方から表彰さ
れ去年九州地区から表彰されることになりました。まだまだ
力不足で勉強不足でコミュニケーション不足が多々ありま
すので、この会を通じて奉仕に力を入れていきたいと思い
ます。今後ともご指導よろしくお願いいたします。
氏

名：宮脇秀至氏

会社名：全日本空輸株式会社

ただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

役

氏

職業分類：旅客輸送

名：玉城力氏

会社名：日本トランスオーシャン航空(株)
役

職：八重山支社長

職業分類：旅客輸送
生年月日：1965 年 12 月 21 日生
皆さんこんにちは。今回こういう状況になりまして 3 ヶ月ぶり
の例会ということですけれども前任の金城智子は 3 月末で
異動し皆さんにご挨拶が出来ずに大変失礼いたしました。
私は 1990 年の入社でございまして、30 年になりますけれ
ども、社前が変わる前の南西航空に入社いたした。その当
時私どもの使命と言いますか、島の皆さん沖縄の皆さんの
足としてお手伝いさせて頂くことでスタートした会社でござ
います。30 年ぶりに改めて石垣の地について初心に帰っ
て務めていきたいと志しております。現状はご承知のとおり
大変厳しい状況になっておりまして半年前とは違う空港の
状況で、殆ど人もいなくてお店も閉まっている状況の中で、
寂しいなという気はしましたけれども、６月 1 日から少しずつ
お客様にもご購入頂いて、少しずつではありますけれども
活気が戻ってきたかなというふうに思います。機内のソーシ
ャルディスタンスをとりマスクの着用をお願いをして、安心し

職：石垣八重山支店長

生年月日：1963 年 5 月 25 日生
先程かなり細かく紹介いただきましてありがとうございます。
誤解もあるかも知れないのでお伝えいたしますが、野球部
出身ではありますが途中で野球部辞めています。長嶋一
茂と一緒にやっていましてけれども、野球をやっていると運
動神経もいいだろうと思われるかもしれませんけれども、こ
の前も小浜島でゴルフをしましたが 120 を超えるぐらいでし
て、ぜひあまりハードルを上げないでゴルフとかも誘ってい
ただければなと思っております。私が勤めている ANA は八
重山に来て 31 年目ということで、やっとロータリークラブに
入れて非常に嬉しく思っております。今はコロナの影響で
観光自粛で、コロナの影響で１番経営が悪化している会社
は何処かというと ANA なんですよね。こんな次期に入会し
て大丈夫なのかと心配をかけているかと思いますが、これ
以上経営が悪化しないように、せっかく入れていただいたク
ラブですので、退会しないように超我の奉仕を少しでも発
揮できるようにしていきたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

てご搭乗いただけるような内容でおりますので、引き続きご
利用いただきますようよろしくお願いいたします。入社して
30 年ということで初心に帰って地域の皆さんと一緒に沖縄
を八重山を良くしていきたいなと思っておりますので引き続
きご指導よろしくお願いいたします。

4 名ご一緒に
『入会の誓い』

～例会風景～
三ヶ月ぶりの再開！
たくさんの会員が出席してくださいました。

検温！マスク着用！手指消毒！健康観察記録表の
チェックをしっかり行っての例会再スタート！！
本日のニコニコ
✩橋本孝来氏：新入会員ありがとうございます。皆さん、久々の例会たくさんの出席ありがとうございます。
次回もよろしくお願いします。
✩大田次男氏：皆さんお久しぶりです。再開楽しみにしていました。例会再スタートよろしくお願いいたします。
✩上勢頭保氏：指田文庫、図書券贈呈いただき感謝申し上げます。
✩南波正幸氏：皆様ひさしぶりです。会長、幹事最後の理事会お疲れ様でした。
✩森田安高氏：例会参加に感謝です！！
✩前木繁孝氏：久々に皆様とお会いできました事に感謝です！！本日入会の 4 名の皆様おめでとうございます。
✩遠藤正夫氏：橋本会長、大田幹事、ラスト 1 ヶ月頑張ってください！！
✩今西敦之氏：会員の皆様ご無沙汰しております。玉城様、西表様、宮脇様、大本様ようこそおいでくださいました。
本来ですと今頃ハワイでしたが残念！！
✩新垣精二氏：コロナ自粛にあわせてダイエット、禁酒、継続中です。
◆BOX￥17,000 （累計￥237,700） ◆コイン￥5,407 （累計￥66,557）

合計 ￥304,257

南波正幸氏・森田安高氏・大浜勇人氏・今西敦之氏・東上里和広氏 ◆60 周年記念基金 ￥6,000 累計￥18,000

～寄贈風景～

2020 年 5 月 22 日（金）
八重山特別支援学校へマスク 1000 枚寄贈

2020 年 5 月 29 日（金）
竹富小中学校「指田文庫」図書券寄贈

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）大本綾子氏 28 日（火）

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）宮脇秀至氏 25 日（月）

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）

