国際ロータリー第２５８０地区

2022 年（令和 4 年） 6 月

29 日（水） 第 31 回例会（通算 2936 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$￥127

【 アダン 】
口を大きく広げる指ハブは古くからの玩具として有名です。八重山では民家の周囲にたくさんあったアダンの葉
で作られたそうですが、口に指を入れ強く引くと噛まれます。意地になってさらに引いても離しません。そこには『欲
張ってはいけない。意地を張ってはいけない。』との教えがあります。島の手仕事の継承には作るという動作だけで
なく、素材に関する知識や加工の工夫、生きるための教訓までもが受け継がれてきたのだと考えられます。
［資料協力：南嶋民芸］

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
CHANGE LIVES

✩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

6 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

6/29（水）納会（夜間例会）

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 6 月 22（水）第 30 回（通算 2935 回） ゲスト卓話：新垣
✩総会員数：51 名 出席義務会員数：50 名
✩出席人数：31 名 欠席人数：20 名 出席率：62.00％
≪司会進行：玉城 力≫
✩ロータリーソング：奉仕の理想 四つのテスト
✩ソングリーダー ：玉城 一吉
✩ゲ
ス
ト ：新垣修様（沖縄地区税関 石垣税関支署長）
翁長祐二様（統括監視官）
✩メ ー ク ア ッ プ：上原 晃子 仁開 一夫

会 長 挨 拶： 黒 島 剛

修 様

表し、楽しく美味しいお酒を飲まさせてください。本日は、税
関の方の卓話があるということで、どんな話が聞けるのか、ま
た勉強になる話もたくさん出てくると思いますので一つ宜しく
お願いいたします。

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆
去った６月４日にアメリカのヒューストンで世界大会に石垣
RC も参加する予定で事前に登録をさせて頂きまして、感染
の心配から石垣 RC としては取り止めます。その上でキャン
セルをいたしましたのでキャンセル料が発生しております。
今西国際奉仕委員長の方でカードで立て替えて頂いていま
す。できれば今月末までにキャンセル料、５,５５０円を事務局
までお預け下さい。来週の２９日はいよいよ黒島会長の１年

先週６/１８に那覇西 RC の６０周年ということで、仁開ガバナ

間の締めくくりとなる納会がアートホテルで予定をしておりま

ー補佐エレクト始め、上勢頭さん他９名で行ってきました。那

す。会員の皆様にも楽しめるような工夫もしつつ、みんなで

覇西 RC の会長挨拶のなかで石垣 RC６０周年を参考にして

黒島会長のお疲れを労っていきたいなと思っておりますので、

DVD を作りましたとお褒めの言葉も頂きまして、また石垣

多数の参加を宜しくお願い致します。

RC から９名もお祝いに行ったので非常に喜ばれて帰って来

✩ゲスト卓話：新垣 修 様✩

ました。二次会でのお釣りがありましたので、吉田幹事にニコ

（財務省・沖縄地区税関 石垣税関支署長）

ニコに入れるようにと指示してあります。6 月 20 日（月）沖縄

◆テーマ◆外国貨物に係わる歴史的背景と将来展望

分区連絡会があり、会長幹事が集まり、収支決算の報告も

本日は宜しくお願いいたします。職員の前ではよくお話をす

受けてきました。各クラブの活動報告の時間も３分ほどありま

るんですが、こうやってロータリークラブの皆さんのように民

したので、石垣 RC は今年、会員数が５３名まできたというこ

間の方々の前では初めての経験ですので、ちむどんどんし

とで大きな拍手を頂きました。クラブの会員数が５０名超える

ながら台の上から講演させて貰いたいと思います。時間が３

ということは、非常に大きいことで沖縄分区でも那覇 RC、那

０分もらえるということで深い話までは出来ませんが、皆さん

覇西 RC、石垣 RC とこの３つしかありません。２５８０地区で

の表情を見ながらお話させて頂きたいと思います。井上ひさ

も在京、沖縄で５０名を超えているクラブは１５クラブぐらいだ

しさんの言葉で「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふ

そうです。そのなかで石垣 RC が５０名を達成したというのは、 かく、ふかいことをゆかいに、ゆかいなことをまじめに」最終
石垣さん頑張ってますね、と各クラブの会長さんからお褒め

的にゆかいな話になればいいなということと、私が税関に入

の言葉を頂きました。明日、地区納めの会が東京の東京ド

って若い頃に、当時の税関長の方からどうせやるなら楽しく

ームホテルの方でありますので、そこへ参加いたします。今

やろうよという話がありました。どんなに辛い仕事でも楽しい

回、水辺の美化プロジェクトでアワードの賞を頂きましたので、 と言い出せば、仕事も楽しくなるし成果として得られるのもす
賞を取ったクラブの会長は１分間だけご挨拶が出来るという

ごく深いものが出来る、いやいやながらやるよりは楽しもうと

ことなので、石垣の宣伝をして来たいなと思っています。６月

いう気持ちでやれということで、うちの職員にもどうせやるなら

になって慌ただしくロータリーの活動もさせて頂きましたが、

楽しくやろうよということを職場では話をしております。

コロナ禍のなか数々のイベントをして私も満足しています。

自己紹介を簡単にいたします。1964 年の昭和３９年に与那

来週の納会に臨みたいと思います。６０周年の準備段階から

原町に生まれました。税関に入ったのは、高校を卒業してす

丸々３年間、活動させて頂きました。ロータリーの勉強も沢山

ぐで、霞ヶ関に４年、研修所が千葉県の柏にありましてそこ

しましたし、会長になって初めて分かることもありました。あと

に２年、通算６年行っていました。税関も国家公務員なんで

１週間で終わりですが、来週は私が活動した事業報告も発

すが、労働組合がありまして中央の委員長ということで２年間、

民主党政権の時に専従として行かせていただき、税関の組

んですが、沖縄地区税関が管轄しています区域はかなり膨

織発展のために政治家の先生方に税関のことを知ってもらう

大で、東西で 1,000 ㌔、南北で 400 ㌔、島しょが 160 島（無

のと、定員等を増やして予算等増やして頂けることの活動を

尽 111 島）の全てを見ないといけないのですが、人は歩いて

したことがあります。去年、石垣島に赴任しましたが今月いっ

島を渡ることができないので、那覇と石垣で大型監視艇をそ

ぱいで終わり、今度は那覇空港に行くことになりました。沖縄

れぞれ 1 艇ずつ配備されています。全国の税関には大型、

地区税関はいま沖縄県単独の管轄となっていますが、明治

中型、小型の監視船は配備されていますが、一つの税関で

１９年には長崎税関の管轄でありまして、沖縄県に税関が出

大型艇が 2 艇配置されているのは沖縄県のみになっていま

来たのは、西表島の内離（うちばなり）出張所が開設された

す。2 艇で全ての海域を回れるわけではないので、海上保

のが沖縄県の初めての税関で、八重山が沖縄県の税関の

安庁さんと協力しながら取締りをしています。石垣港に配備

発祥の地になっております。アメリカ世の時ですが、琉球政

されているのは「さきしま」（37ｍ艇）です。知的財産侵害物

府のなかで税関機構はあったんですが、1972 年の復帰の

品の取締りについては、ロレックスのニセブランドとか、東京

時に沖縄地区税関として独立した国の機関として設立され

税関の情報では中国からの物が多いですが、グッチやイブ

て、6/13 に那覇空港の検査場で 50 周年記念式典が行われ

サンローランそれにオリンピックがあった時にマスコットの取

ました。税関には、9 つあって沖縄だけが地区税関ということ

締りも HP にアップされていますのでぜひご覧ください。

で地区という文言が入っております。沖縄も税関として、長崎

国際物流拠点産業集積地域については、那覇空港の近く

税関さんや函館税関さんと方を並べるぐらいの機構になって

に自由貿易地域を作ろうということで、沖縄だけの製品でま

います。業務量や国際線の数もかなり増えて、地区を取ろう

ず作ったのが出発点になります。自由貿易地域を作って、そ

よと本省等に掛け合っているところです。石垣税関支署の管

こに製造業とかを呼んでいろいろやっていこうよというところ

轄には、八重山地区のみならず宮古地区も管轄になってい

から始まったのが、いま国際物流拠点産業集積地域でかな

ます。石垣税関支署、石垣空港出張所、与那国監視署があ

り地区も増えている状況になっています。国税や県税とか優

り、平良出張所にも職員が派遣されております。航空機の国

遇措置というのがあって企業が立地しやすい条件でもって、

際便、那覇空港はインバウンドが多くて、中部空港や新千歳

こうした地域を指定していったんですが、なかなか海上貨物

空港と肩を並べるくらいの旅客数は入っています。税関のな

の海外との定期船がないところがかなりネックになったのと、

かで 7 大空港といわれているところには、沖縄と千歳も入っ

那覇空港や那覇港とかは物流は良くなったんですが、陸路

ていますが、5 大空港という言い方もあって、成田、羽田、関

の整備等がされていなくて運賃がかなりネックになっていて、

西、中部、福岡があります。国際旅客便というのはこの 5 大

なかなか製造業が育っていないという課題があります。どこ

空港のみ入っていましたが 6、/10 から 7 大空港として新千

かの段階で課題が解決して沖縄県からというのはありますが、

歳と那覇空港も航空旅客便は入れてもいいですよとなって

県からもいろいろな計画があるようですが、どの計画を推進

いますが、お客さんを入国させる時の厳しい基準があってす

していっているのか見えない状況です。特定免税店制度は、

ぐにでも入って来る状況にはないということです。復帰からこ

沖縄県から出域する旅客数は、個人的用途に共するため、

こに至るまでどういった形で海外に輸出しているか、輸入し

20 万円の範囲内で承認小売業から内閣総理大臣が指定し

ているかというのを統計課から毎月、貿易統計として発表さ

旅客ターミナル施設等または特定販売施設において購入し、

れています。数字だけだと見る方が少ないので沖縄の輸出

旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品（外国

の推移と輸入の推移というのをトピックとして発表しています。 貨物）に関税免税で輸入することができる制度です。
沖縄税関地区のホームページのトピックに細かく載っていま

スマート税関構想 2020。税関が今後目指していこうというこ

すので、帰られてからぜひご覧になってください。参考にな

とで、秋頃にスマート税関構想を実現するためのプラン

ると思います。税関の使命といたしまして、安全・安心な社会

2020 というのを発表するというのがあります。税関行政を取

の実現、貿易円滑化の推進、適正かつ公平な関税等の賦

り巻く今後の環境変化を見据え、AI 等先端技術を活用し、

課徴収の 3 つの使命が掲げられています。石垣も含めてな

業務の一層の高度化・効率化を進めるとともに、利用者への

一層の利便性を図り、20 年後も国民の期待に応えられる

あります。復帰して 50 年、うちも 50 周年です。税関というと

「世界最先端の税関」を実現させる中長期ビジョンです。

ころは、名前が税関に統一されて 50 年ですが、沖縄地区税

支署も取締りや税金を取るだけではなくて、税関教室として

関を除いて 150 年の事業です。先週末ぐらいに白保の海岸

小中学校へ税関はこんなところだよ、薬物乱用はやっては

のビーチクリーンを職員と一緒にいたしました。税関だけで

いけなんだよというような教育をしております。ただ学校の行

はなくて地域にどうやって貢献していくか考えています。

事は 3 月末、4 月に決まるなかで自分たちの方に依頼は少

今回は大雑把にしましたが、来月から後任が来ますのでぜ

ないですが、本島の方では教育委員会等を通して全ての小

ひ後任にもこういった場を設けていただければと思います。

中学校に税関の広報活動も含めた教室をやっております。

本日はどうもありがとうございました。

石垣もうちの地区税関全体としては頑張っているところでも

------------------------------------ ～ 例 会 風 景 ～ ---------------------------------

新垣 修 様・翁長 裕二様
ご来会ありがとうございました。
本日のニコニコ：✩黒島剛氏：新垣支署長 本日はお忙し中、卓話ありがとうございました。✩上勢頭保：お忙しい中、税関所長新垣様、統
括官翁長様の出席を賜り卓話頂き感謝を申し上げます✩新賢次氏：今年最後の例会となり、黒島会長 １年間お疲れ様でした。
✩大浜勇人氏：新垣修様 卓話ありがとうございました。✩大田次男氏：NTT での e スポーツ大会もたいへん盛り上がりました。会員の子供

ｌ
さんも参加されお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。✩今西敦之：新垣様、翁長様
本日の卓話ありが
とうございました。大浜エレクト、吉田幹事、松田委員長 昨晩はよく飲みました✩吉田貴紀：那覇西 RC60 周年の二次会でおつりがありまし
たのでニコニコに入れます。参加メンバーの皆さまお疲れ様でした。✩大島盛幸：沖縄地区税関新垣様 卓話ありがとうございました。

◆BOX￥14,000（累計￥364,311） ◆コイン￥0（累計￥79,094）合計￥429,405
黒島栄作氏 3 日（金） 新城永一郞氏 10 日（金） 前原博一氏 22 日（水） 中山義隆氏 26 日（日）

