国際ロータリー第２５８０地区

2022 年（令和 4 年） 3 月

2 日（水） 第 17 回例会（通算 2922 回）
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【 サニン（月桃） 】
畑の周辺に植物を帯状に植えるグリーンベルトは、雨水の流れを弱め赤土の流出を防ぐ対策として海の自然
を守ることにつながります。地下茎を広げる月桃は、まさにグリーンベルトに適した植物と言えます。また、植えら
れた月桃を原料として買い取り、フレグランスやお茶などに加工・販売する循環型の自然保護活動としても注目
されています。身近な植物ながら自然界との大きなつながりを感じる素材のひとつです。［資料協力：NPO 法人夏花］

地区ガバナー：若林 英博 氏
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「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

3 月のプログラム 3/2（水）会員卓話

3/9（水）入会式並びに会員卓話

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

3/16（水）移動例会

3/23（水）休会

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 1 月 12（水）第 15 回（通算 2920 回）ガバナー公式訪問ハイブリット型オンライン例会
✩会員総数：46 名 出席義務会員数：45 名

性者がたくさん出ています。検査も追いつかない、濃厚接

✩出席人数：30 名 欠席人数：15 名 出席率：66.66％

触者の検査も追いつかない状況でございます。少しでも心

≪司会進行：吉田
✩ゲ

ス

貴紀≫

ト：若林英博ガバナー・松島寛行ガバナー補佐

配があったり、もしくは接触の機会があったであろうと思
う場合、症状があれば保険で賄えるシステムになっていま

新保雅敏地区幹事・大庭憲分区幹事

すので、自ら足を運んで検査を受けて頂けるよう宜しくお

新崎康幸地区副幹事

願いします。潜伏期間は比較的短いということなので、割

会 長 挨 拶： 黒 島 剛

と速やかに検査を受けて頂ければと思います。

国際ロータリー第 2580 地区
◆ 若林英博ガバナー卓話 ◆
皆様、こんにちは。2021-22 年度ガバナーの若林英博で
す。私は東京麹町ロータリークラブに所属しております。
国際ロータリー会長のシェカール・メータ氏が発表したテ
今年の始め 1/5 には、各委員長の年頭の挨拶はできました

ーマは「奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために」

、より
が、残念ながら今日からはこのような状況になりまして、 です。メータ氏は「もっと行動しもっと成長しよう」
ハイブリットで例会をさせて頂きました。若林ガバナーに 大きくインパクトをもたらす奉仕プロジェクトをしよう
お会い出来ていない会員もたくさん居ましたので、生の若

と呼び掛けています。
「もっと成長しよう」とは、会員数を

林ガバナー見たいなといましたので、本当に今回のオンラ

増やし参加者基盤を広げるということです。世界のロータ

インは残念だなと思っています。今回、Ｚｏｏｍでありな

リアンは過去 20 年間、約 120 万人で横ばいなので、それ

がら沢山の会員の皆さんが参加して頂きまして本当に嬉

を 130 万人に増やすことを目指して活動しよう。一人が一

しく思っております。今日はハイブリットですので、参加

人を紹介しよう “Each One, Bring One”とおっしゃいま

者が少ないのかなと思っていたら 30 人、地区役員の皆さ

した。ぜひ、皆様には「自分が増強するんだ」という覚悟

んを合わせると 35 名で例会が行われております。これも

を持っていただきたくお願いいたします。

非常に嬉しく思っています。来週からは休会という形にな

会員増強は 2 つの側面を考えましょう。1 つは人の魅力

りますが、2 月は 2 月でいろいろと状況を見ながらどうす

です。高潔で信用・信頼される人、好かれる人には人が安

るか、というのを検討していきたいと思います。私のテー

心して集まってきます。2 つ目は組織の魅力です。ロータ

マ「八重山の未来に奉仕する」今年は与那国島に伝統太鼓

リーは世界で、日本で、地域で、良い活動をしています。

を持って行く予定ではありましたが、それもどういう形に

これらの活動を SNS、ホームページ等を通して社会にアピ

なるか分からなかい状態でいますので、ぜひ時間を見つけ

ールしましょう。社会に貢献し、楽しく人生を謳歌できる

てみんなで移動例会が与那国島の方で出来たらいいなと

場所、それがロータリーです。若い方も、ご年配の方も、

思っています。今日は、食事のない例会ではありますが、 よき友となり、よき奉仕をする。みんなが笑顔になるロー
若林ガバナーの卓話を聞いていただいて、今後の半年間、 タリーを目指しましょう。
ロータリーの活動を楽しくしていきたいと思います。

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆

メータ氏は「女子のエンパワメント」についても強調な
さいました。ロータリーは 「多様性 公平さ インクル

1/19 に予定しておりました地区補助金を活用した、那国島

ージョン（開放性）
」を掲げています。どうぞ私たちの 2580

への訪問ですが、沖縄県にまん延防止重点措置が出ている

地区にもさらに多くの女性を迎え入れるようにお願いい

ことで一旦、延期をさせて頂くことになっております。い

たします。ロータリーは多様性を重んじ、年齢、民族、人

ま調整させて頂いていますのは、2 月の中旬から下旬にか

種、肌の色、能力、宗教、社会的地位、文化、性別、性的

けて、与那国の両中学校に調整をして頂いている段階でご

指向、性自認にかかわらず、あらゆる背景をもつ人の貢献

ざいます。分かり次第改めて会員の皆へ連絡させて頂きた

を称えます。

いと思います。行けることになりましたら、沢山の会員で

2580 地区の基本方針、大きな目標です。

行って、黒島会長の事業として成功出来るように頑張って

1.新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう

行きたいと思いますので、皆様のお力添えをどうぞ宜しく

このコロナ禍でまだまだ困っている方が大勢いらっしゃ

お願い致します。また 1/26 の例会につきましても休会と

います。ロータリーの支援を心待ちにされています。今年

させて頂きます。3/2 から開催されます地区大会のご案内

度はコロナで困っている方々にも手を差し伸べてくださ

です。1/28 までの登録期限となっております。それまでに

い。新しくリニューアルした地区サイトには奉仕活動のペ

事務局までお願い致します。

ージを作りました。各クラブが行う奉仕活動が分かるよう

◆ 会員・委員会からの報告 ◆
橋本孝来危機管理委員長：連日、おそらくオミクロンの陽

になりました。どうぞ参考になさってください。同じく国
際奉仕も現状は動けていませんが、アフターコロナには直

ぐに対応できるように準備しています。各クラブに対して

教えてくれない、歌を歌って食事を黙って食べているだけ、

は、グローバル補助金についての卓話をいたします。

ロータリーってなに？ これでは駄目でしょうね。

2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう

特に、ベテラン会員、シニアの皆さんにお願いいたします。

今年はアフガニスタンとパキスタンで一人ずつの発症者

どうぞお声をかけてあげてください。

が出ました。今のところ 2 名です。一人の発症者の後ろに

クラブ拡大は、ロータリークラブだけではなく、ロータリ

は 1000 人の保菌者がいると言われています。
前年度は 140

ー衛星クラブ、ローターアクトクラブ、インターアクトク

名の発症でした。約 14 万人の保菌者がいることになりま

ラブにも目を向けましょう。周年事業等、きっかけになる

す。世界のロータリーは毎年 5000 万㌦という寄付を集め

時にお考えいただくと賛同が得られるかと思います。ロー

ていますが、ビル&メリンダ・ゲイツ財団は、ロータリー

タリークラブの創立には 20 名が必要ですが、衛星クラブ

が集めた額の倍額を寄付してくれます。当地区はポリオプ

は 8 名の会員で結成できます。2013 年に導入された制度

ラス寄付 80 ドルを目標にしましたが、ゲイツ財団からの

です。より少ない経済負担で、ロータリアンと同じように

上乗せ分 160 ドルを足すと、合計 240 ドルになるのです。 社会奉仕ができ、例会を開き、定款細則に則り、理事会で
3.元気なクラブになろう

運営されます。衛星クラブの会員はロータリアンの資格を

元気なクラブとは、親睦や例会を会員が楽しみ、ロータリ

持ちます。将来メンバーが 20 名になったら、ロータリー

ーを通じて友人が増え、みんなの知識レベルやロータリー

クラブになるか、そのまま衛星クラブとして継続するかは

の理解が上がり、奉仕では世界で良いことをしているとい

選択できます。時間的あるいは経済的な余裕が無い方には

う喜びを実感できるクラブでしょうか。さらに、新しい会

衛星クラブが向いているのではないかと思います。ロータ

員が入って仲間が増え、退会者が出ず、沢山の同好会があ

ーアクトクラブは、18 歳以上のすべての若い成人が入会で

り、他のクラブとも交流があり・・等もっとあると思いま

きるようになりました。30 歳の定年は撤廃されました。30

すがいかがでしょうか。例会が開催されず、休会の所には

歳で卒業予定の方には、ぜひ活動を続けていただきたくお

ズームなどでバーチャル例会を勧めています。この先、コ

願いいたします。ロータリーとのご縁を切らないようにお

ロナが収束しても、完全に元の状態に戻れるかどうかわか

願いします。東京麹町ローターアクトクラブが 2021 年 6

りません。昼は例会場まで行く時間が取れないといった方

月に創立されました。7 月には東京女子学院中学校高等学

にはオンラインで例会に出ていただきましょう。若い経営

校インターアクトクラブが結成されました。他にも新しい

者は忙しい。今はもっと働いていただくときです。ハイブ

クラブができるよう、真剣に取り組んで参りましょう。

リッド例会なら会場に来なくても出席できます。地区のデ

5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう

ジタル化推進委員会が、ご指導いたします。全てのクラブ

クラブのウェブサイトや SNS などで発信し、世間により

がハイブリッド例会を出来るように推進いたします。

認知していただくことを目指しましょう。日本人は陰徳を

4.会員増強、クラブ拡大をする覚悟を持とう

重んじますが、これからは陽徳です。地区ではウェブサイ

会員増強は増強するぞという覚悟が必要です。それには職

トのリニューアルをいたしました。また、ユーチューブで

業奉仕の考えが肝要です。高潔な人には人が集まってきま

ガバナーメッセージを発信することになりました。私はも

す。私たち自身が品格あるロータリアンにならなければい

ちろん素人ですから恥ずかしいのですが、徐々に上手にな

けません。手法ですが、会員増強の一つのツールとして、 るように努力いたします。大きな目標や 5 項目を推進する
『ロータリーの友』の活用を推奨しています。人の集まる

ために、毎月ワークショップを行います。毎月の歌舞伎の

ところに『ロータリーの友』を置きましょう。病院、理髪

ように、ためになり、楽しいものを用意します。1 月は「職

店、美容院、公共のマガジンラック、銀行に置かせていた

業奉仕の実践 その 2」
、2 月は「公共イメージとデジタル

だきましょう。名刺サイズのクラブ紹介カードも活用をお

化推進」がテーマです。様々なアイデアで企画を考えてお

薦めしております。ぜひクラブで作成し活用してください。 り、ラウンジ chat という、ズームで行う座談会もはじめま
さらに会員増強のためにオープン例会の実施を呼びかけ

した。ぜひ気楽にご視聴ください。

ております。計画では、10 月 18 日からの第四週はほとん

地区大会は 2022 年 3 月 2 日・3 日にホテルニューオータ

“会員とクラブのための地区大会”を目指し
どのクラブがオープン例会（会員候補者をお招きした例会） ニで行います。
を開催してくださることになっておりました。交通安全週

ており、クラブが実施した奉仕活動のアードや、活動時に

間、読書週間等と同じく、一緒にすることで盛り上がって

撮影された写真のフォトコンテストを行います。皆様にご

いきたいと準備しておりましたが、新型コロナウイルスの

参加をお願いいたします。最後に、ロータリーの基本は職

感染拡大の影響で、実施日はクラブ毎にお決めいただくこ

業奉仕だと思っています。経営者は 4 つのテスト、超我の

とになりました。会員の退会防止ですが注意しなければな

奉仕を頭に入れて、日々健全な経営をお願いいたします。

らないのは、新しく仲間になられた特に入会 3 年未満の方

職業奉仕の実践、道徳倫理、難しくはありません。ウソを

へのフォローが重要だと考えております。まだロータリー

つかない高潔なロータリアンでいようではありませんか。

の魅力や、活動について十分ご理解いただいていない可能

ご一緒にロータリーライフを楽しみましょう

性があります。また、クラブでは誰もかまってくれない、 本日は有難うございました。

例会記録

2 月 2（水）第 16 回（通算 2921 回）オンライン例会（Ｚｏｏｍ）

会 長 挨 拶： 黒 島 剛

玉城力ＳＡＡ委員長：吉田幹事からも与那国の例会の話がありました
けれども、補足をさせて頂きます。航空券ですが、1/19 に予定してい

残念ながら 2 月も例会が出来ない状況になりました。今日はＺｏｏｍと

てご購入をされています方は変更が可能でございますので、変更して

いう形で例会ができておりますが、皆さん宜しくお願い致します。いま

頂いてお使い頂ける事が可能になっています。新たに新規発券も承

石垣島ではロッテキャンプが始まりまして、本当はもっと盛り上がって

っておりますので、Ｗｅｂや営業所でご予約して頂ければと思います。

いくんじゃないかなというところを有観客ではありますがちょっとずつ観

3/16 の日帰りか 3/17 のお戻りということで、改めて事務局の方から前

に来ている人たちもいます。また、2 月は選挙時期ということで慌ただ

回同様にご案内を差し上げて皆さんからご返事を頂いて日帰りまたは

しい動きも見えます。橋本委員長からもあったように、3 月になったら

ご宿泊のご意向を確認させて頂きたいと思います。与那国のホテル事

少しは落ちつくんじゃないかというお話も聞けて安心はしていますが、

情が少しよろしくないですが、今のところ久部良の方に二つほど宿泊

2 月の例会を今日はＺｏｏｍで、来週再来週と休会になっています。今

施設がございまして、シングル 8 部屋を予約しております。これ以上に

月は 16 日祭があったり天皇の誕生日があったりと休会が多い 2 月と

なった場合は他の民宿等々も当たらなくてはいけないと思っておりま

なっていますが、各委員長のお話も聞けて有意義な時間になって嬉

すが、今のところ 8 部屋用意しておりますので、日帰りまたはご宿泊の

しく思っています。与那国の移動例会に関しては、3 月に延びました

ご意向をお聞かせｔ頂ければと思います。よろしくお願い致します。

けれども、「八重山の未来に奉仕しよう」という私の一番のテーマでも

橋本孝来危機管理委員長：新型コロナの状況を出したいと思います。

ありますので、与那国島での移動例会を皆さんと共に出来たら嬉しい

現在、オミクロン株に殆ど置き換わっておりまして、動きを見ると陽性

なと思っております。玉城力委員長が段取りを立てていますし、久部

者が急増したときの急傾斜に比べてやや緩やかなんですね。楽観的

良中学校、与那国中学校の子供たちに、我々が寄贈した太鼓で演舞

かも知れませんけれども、およそ 2 月いっぱいで収束とは言いません

が観れたら非常にいいなと思っております。もちろん与那国観光もい

けれども、かなりコントロールできる状態になるんではないかなというふ

たしますが、自衛隊視察が出来たらいいなという事で、吉田幹事の方

うに予想しております。3 月に少し活動的になってもいいような状況に

が動いているところです。日帰りでお宿泊でも、沢山の人数で行けた

進んでくれるんじゃないかなというふうに考えております。今、学生や

ら嬉しいなと思っております。ロータリーとしてなかなか例会が出来な

幼児が非常に広がったんですが、この年代がかなり収束に向かって

いというのも残念なんですが、地区退会も 5 月に延びて、国際大会も

いますので、一般の方の市中感染がちょこちょこおきていて、マスク無

今西委員長が頑張っているなか、なかなかコロナの部分で決定が出

しの食事中の会話というのがやはり格段リスクが高いように思います。

来ないという状況になっています。コロナ禍ですので、一人一人が気

最後に、モデルナワクチンがいま打たれてるんですけれども、副反応

をつけてコロナにかからないような生活をしてほしいと思います。会員

に関しましてかなり報道などでも言われていますが、ファイザーの方が

増強の方でも一人入ることになっていて、また小林さんの方からも推

いいとかの話もあったんですが、モデルナはもともと 0.5 ミリリットル注

薦人がいるという事を聞いて嬉しく思っています。オープン例会につ

射するところを 3 回目のブーストに関しては 0.25 の半分なんですね。

いては、なかなか前に進まない部分がありますが、いま苦肉の策を考

副反応はかなり少ないのではないかと言われています。例えば心筋

えていますので、3 月と言わず 4 月でも 5 月でも出来たら嬉しいなと
思っていますので、皆さんのご協力をお願い致します。今日は、Ｚｏｏ

炎とかああいうのがどのくらいの頻度かというと、4 万人とかぐらいで出
る低いレベルかぐらいの話なので、それも 0.5 を打ったときのデータな

ｍでも例会が出来たことに嬉しく思っています。ありがとうございました。 んですね。そうすると 0.25 だとかなり減少するのではないかと言われ
ています。0.25 でもファイザー3 回打と同等かぐらいはほぼ同等ぐら

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆

3/2 に予定されていました地区大会が延期になりました。新たな日程

いは少なくとも中和抗体が上昇すると言われていますので、かなり効

は 5/31（火）となります。登録も一旦、白紙になりましたので、地区から

果があると言えます。どうか基礎疾患がある方は薬を飲んでいるとか

ご案内が届きましたら、Ｓｌａｃｋの方で皆様にご案内させて頂きます。

身に覚えのある方、無い人も含めて 3 回目のブーストのワクチンをお

本日の理事会で新入会員の承認がされました。新入会員を簡単にご

勧めします。よろしくお願い致します。

説明させて頂きますと、先島ガスの営業課長をされています、玉城一

大浜勇人副会長：1 月末に財団の地区補助金の締切があり、今回は

吉様でございます。推薦人は西表浩司さんです。会員の皆様には推

八重山特別支援学校支援事業と銘打って 2022-23 年度の地区補助

薦書を事務局から封書でお届けしますのでご覧にください。与那国の

金の申請を致しました。八重山特別支援学校が津波災害警戒区域に

移動例会につきましては、当初 1/19 を予定していましたが 3/16（水）

当たりますが、当初は教育用具とかをイメージして話を聞きに行った

となりました。スケジュールに関しましては、依然と変わらず、1 泊と日

んですが、校長先生、教頭先生との聞き取りのなかで、防災設備、避

帰りになります。コロナが落ち着いている事を前提としまして、夜は一

難設備が完備されていないという話を受けまして、子供達の一人一人

席を設け会員同士の親睦を深めつつ、陸上自衛隊の視察も含め皆

の命を守るとことがまず優先なのかなと判断し、ライフジャケットや身体

様が楽しめるように引き続き頑張っていく所存でございますので、皆

の不自由なお子様がいっぱいいらっしゃいますので、リヤカーなどを

様どうぞよろしくお願い致します。

寄贈するという事で財団に申請しております。今年度中に決定すれば、

◆ 会員・委員会からの報告 ◆

次年度始まって 9/1 の防災の日に贈呈が出来ればと考えております。

松田新一郎米山委員長：昨年に多数の方からご寄付を頂きました。

小林昌道氏：会員増強で一人候補の方がいらっしゃいます。入会した

ありがとうございました。米山記念奨学会から領収証が届いています。

い方と会員増強委員会とお話したいと思っておりますので、宜しくお

寄付金をお預かりした際に、事務局から領収証を発行していますが、

願い致します。

米山記念奨学会からの領収証が必要な方は、郵送にするか事務局

東上里和広委員長：ぜひ入会したいという方がいればドシドシ受け付

に取りに行って頂くかのご連絡をお願い致します。

けたいと思いますので、情報の共有をお願い致します。

大浜一郎氏 7 日（月） 宮良幸男氏 13 日（日） 大田次男氏 14 日（月） 南波正幸氏

29 日（火）

