2022 年（令和 4 年） 7 月

6 日（水） 第 1 回例会（通算 2937 回）

国際ロータリー第２５８０地区

2022-23 年度 ◆クラブ会長テーマ◆「八重山の未来のために行動しよう」
地区ガバナー：嶋村 文男
◇ ガバナー信条 ◇

“Take Action for Rotary Future”
“Reach Out for World Peace”

イマジン ロータリー

“ロータリーの未来のために行動しよう”

2022-23 年度 RI 会長テーマ

“世界の平和のために手を差しのべよう”

RI 会長：ジェニファーE.．ジョーンズ

今月のロータリーレート 1$￥136

島の水景

～石垣島の水散策～

【 はじめに 】
ロータリーが行ってきた重点活動の一つ「水と衛生」。
普段何気なく使っている“水”は生活環境や自然環境の中で重要な役割を担っています。
本年度は、生活、産業、衛生、環境と多岐にわたり密接な関わりをもつ“水”への関心を高める機会となることを
期待し、石垣島の水景を取り上げます。海や河川、港や井戸など見慣れた景色でも、あらためて切り撮ることに
より新しい発見があるかもしれません。 今年度は、島ならではの身近な水との関わりを紹介いたします。
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例会記録 6 月 29（水）第 31 回（通算 2936 回） 入会式並びに納めの会
✩総会員数：53 名 出席義務会員数：51 名
✩出席人数：31 名 欠席人数：20 名 出席率：62.75％
≪司会進行：吉田 貴紀≫
✩ロータリーソング：えんどうの花 四つのテスト
✩ソングリーダー ：大浜 勇人
✩ゲ
ス
ト ：中山 義隆 様（石垣市長）
前泊 正人 様（竹富町長）
✩メ ー ク ア ッ プ：仁開 一夫

会 長 挨 拶： 黒 島 剛

✩ 前泊正人名誉会員 ご挨拶 ✩
この度、黒島会長のお取り計らいにより、また会員の皆さまにはご
承認していただき、本当にありがとうございます。ロータリーの奉仕
である奉仕の心、我々行政としても町民のため、住民のため、何を
していくのか、そういうところと合致していると思っております。また
「四つのテスト」の心も問われる部分が共通すると思っております。
若輩者ではございますが、一つ一つ課題を解決していくために奉
仕の志を高く持ち、皆さまと共に竹富町のみならず、八重山は一
つというところで、石垣市、竹富町、与那国町含めてしっかり頑張
って行きたいと思っております。竹富町の会員も少ないと伺ってお
ります。しっかりとロータリークラブの精神、奉仕を町民に伝え、皆
さまと共に頑張って参りたい、そういう所存でございます。これから
皆さまの活動に対して敬意を表するとともに、私も全身全霊で奉
仕の心を持って住民の福祉向上のためにもまた頑張っていきたい

名誉会員の中山市長、また本日、名誉会員になっていただく前泊

と思っているところでございます。皆さまのご指導をいただきながら

町長、本日はお忙しいなかありがとうございます。最後の最後まで

会員として頑張って参りたいと思っておりますので、今後ともどうぞ

忙しくて、今日は新会員の入会式あり、またいろんなプログラムを

よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。

準備していますので、挨拶は短くさせていただきますが、先週

指田文庫の経緯：文庫上勢頭保氏：まず初めに黒島会長、吉田

6/23 に若林ガバナーの納め会を東京ドームホテルで参加してきま
した。沖縄分区からは私入れて 4 名ほどの参加でした。その時に

幹事に 1 年間の労を労いたいと思います。ありがとうございました。
ご苦労様です。指田文庫は、指田勢朗という方が 2000-01 年のガ

美化プロジェクト賞を頂いたので沢山いるなかで挨拶し石垣 RC を

バナーで私が石垣 RC の会長で幹事が仁開くんでした。その時に

ピーアールしてきました。私の 1 年間の活動報告を映像で準備し

竹富島はまったくお医者さんがいなくて、医介補の先生がいらっし

ている時に、中山市長を初め、美化プロジェクトで海岸清掃の活

ゃいましたが、医介補の先生もお辞めになられて診療所が廃墟に

動をした映像が非情に懐かしく感じました。去年の 9 月の活動でし

なっていました。そんななか何とか竹富島に医者をという島での声

たのであれから 1 年たったなあというのと、コロナで始まりましたが

があり、また亡くなっても死亡診断書を出してもらうには石垣に搬

最後はいろんなことが出来たのかなと思っています。5 月、6 月は

送して死亡診断書を書いて貰うというような状況でもありました。そ

ロータリーばかりで仕事は 2 番で頑張ってきました。一番私が大変

ういう時に、指田先生は東京の方でお医者さんをされておりました

だったのは、毎週水曜日に例会に出なくてはいけないというプレッ

ので、私はどんなことがあっても指田先生を竹富島の診療所にお

シャー、パスト会長の皆さんは経験していると思いますが、取りあ

願いをしないといかないということで、先生、ガバナーをした人は

えずやれば出来るんだなというのを今日のこの場で感じており、1

職業奉仕をしないということはないでしょう、というような説得にかか

回も欠席もなく今日までやってこれたのも皆さんのお陰だと思って

りました。また那覇の RC の皆さんも協力していただいて、診療所

います。ありがとうございます。入会式が終われば、お酒も飲みな

を綺麗にしようと我々沖縄分区のロータリアンの皆さんも協力して

がら和気あいあいと皆さんと 1 年間の労を労いたいと思います。

くれてペンキ塗り、内装も直して頂きました。先生は医療器具もな

◆幹事報告：吉田貴紀◆先日、バギオ基金についてオンライン卓

い、また竹富町からも支援もないなかで、先生が自分の医療器具

話をしていただきました那覇西 RC の大城純市様へお礼としてクラ

を全部運んで来て竹富島で診療を始めました。それがきっかけで

ブから石垣牛をお送りしたところ、大城様よりお礼状が届きました。

す。那覇 RC のメンバーも待ち時間もあるので、文庫本も用意しよ

古希のお祝いでうえざと木工さんに時計を作っていただき、宮城

うじゃないかということで、みんなで協力して診療所に文庫本を用

隆さんと松林豊さんへお届け致しましたのでご報告申し上げます。
✩ 新入会員紹介・ご挨拶 ✩
国仲 恵亮 氏
会 社 名：クニナカスポーツ社
役 職 ：代表取締役 職業分類：スポーツ用品小売業
生年月日：1982 年 5 月 1 日（40 歳）
現在は、青年会議所に現役会員として在籍しております。ロータリ

意しましたが、指田先生は、竹富島はどちらかというと待ち時間が

ーさんとのお付き合いは事務局さんが同じ事務所なのでずっと先
輩の背中を見ながら八重山のことを考えながら活動するということ

ない、すぐに診療ができるので診療所に置くのはもったいないから
学校に置いたらどうだろうかというような相談があったので、良い案
ですねということで学校の校長とお話したらぜひお願いしますとい
うことで、学校に指田文庫を設けてから 19 年目です。我々は 5 年
間したからもういいじゃないかという話も石垣 RC のなかでもありま
した。先生は田無 RC に属していましたので、田無 RC は先生の
意思を繋いでぜひ続けて欲しいと 2 年間寄付をしていただいて現

を念頭に考えていました。そして吉田先輩、松田先輩のあとを追っ

在に至ったということです。竹富小学校の 130 周年記念式典の時

て入会するということにワクワクと楽しみの気持ちでいっぱいです。

に、黒島会長が感謝状を頂いた時、皆さんに感謝の気持ちでいっ

これからは、石垣 RC において地域貢献、社会貢献そして石垣の

ぱいです。今後も末永く石垣 RC を宜しくお願いしますと、おっし

ために頑張っていくということを誓い皆様と一緒にさせていくことを

ゃっていましたので、今後も竹富島の小さな地域に教育のため、

約束してこれからどうぞ宜しくお願いします。

皆さんの協力が頂けたらと思っております。宜しくお願い致します。

✩ 各委員長の活動報告 ✩

なと思いましたが、終わる頃にはもの凄く清々しくこれぞロータリア

南波正幸ロータリー財団委員長：本島は全員に一人 130 ㌦をお

ンだなという気持ちで気持ちよく帰りました。

願いしようと回ろうと思っていましたが、恥ずかしくて回れなかった

大浜勇人副会長：黒島会長、吉田幹事お疲れ様でした。1 年間を

ので今日でもいいです。一人 15,000 円。二次会やめて寄付して

振返ってみると、今までのロータリーとかなり違った動きを今年度

下さい。そしたら財団も潤うと思います。その財団の寄付で次年度

は出来たのかなと思います。ビーチクリーンに始まり、献血活動だ

も養護学校にライフジャケットを寄付する予定です。財団の補助金

ったり、リアルに奉仕活動に従事する貴重な 1 年だったなと思いま

がなくてもクラブから寄付することになっています。皆さんの寄付に

す。残念ながらコロナで例会も出来なかったですが、次年度は全

よって出来ているロータリークラブなので、これからも寄付を宜しく

部やります。休会を持ちませんのでリハビリだと思って下さい。一

お願いします。東上里和広会員増強委員長：黒島会長年度のス

年間ありがとうございました。松田新一郎米山委員長：私は、副幹

タートの時に 50 名以上の会員を増やしていきたいというお話があ

事に米山委員長そして地区の米山委員までさせて頂きました。あ

りまして、委員長や皆さまの賜物で 50 名を超える会員を入会して

りがとうございました。黒島会長は、凄い熱い人で感動的な 1 年間

いただくことが出来て、本日は国仲さん名誉会員の前泊町長が入

ありがとうございました。私は地区の米山委員会を 3 年間やらせて

会いただいて、私自身あと 2 日で今年度終わりますが、良く出来

頂きました。コロナ禍でも対面の面接を 3 回やらせて頂きました。

た年だったなと思っています。次年度は仁開委員長の下で副委

非情に貴重な経験をさせてロータリーの皆さんに感謝したいと思

員長です。今年度ロータリアンに相応しい若い人材を発掘できた

います。今年は地区の目標が全会員の割合に対して 30％の特別

という自信がありまして、石垣島には素晴しい人材がいると思いま

寄付が達成されたということで地区の委員長からもお褒めの言葉

す。未来の石垣 RC が楽しみでならないです。また 7 月から新年

を頂きました。本当にロータリークラブの会員の皆さんのお陰で特

度がスタートしますが、ロータリークラブ大好きです、石垣島が大

別寄付が達成出来たので感謝感激です。ありがとうございました。

好きです、八重山が大好きです、次年度も楽しく地域が盛り上が

次年度は大浜勇人会長エレクトのもと幹事を務めます。一生懸命

っていくように頑張っていきますので宜しくお願いします。

頑張ります。宜しくお願いいたします。遠藤正夫会員選考委員長：

今西敦之国際奉仕委員長：今年度は掲げた目標は数々ありまし

今回は 8 名の新入会員が入りました。前半は全く入りませんで、後

たが、飲み会に始まり飲み会で終了したという何もやっていない委

半は推薦書が届くたびに委員会のメンバーに電話をしてそれが楽

員会でございます。本来でしたら、8 名がテキサス州ヒューストンに

しくて、最後は続けざまにきていました。本当にありがとうございま

参加して今日この場でいろんな事を報告できるかなと思っておりま

した。次年度も留任で委員共々留任ですので宜しくお願いします。

したが、残念ながら断念した経緯がございます。次年度は森田パ

今日の納会は本当に感動しました。1 年間ありがとうございました。

スト会長が国際奉仕担当でオーストラリアメルボルンに 10 名以上

吉田貴紀幹事：黒島会長のやりたかったことが出来て、スタートは

引き連れて行くということでございますので、森田次年度委員長に

恐かった顔がどんどん優しい顔になっていっていくんですね。今

頑張って頂きましてまた改めて素晴しい報告が出来たらなと思っ

日は一番柔らかい顔をしていて、幹事として側で見ていて、それ

ています。本年度何も出来ませんでした。精一杯、黒島会長を支

はとても嬉しいなと思っております。皆さまのお陰でこの 1 年間、黒

えて 1 年間やって参りました。皆さんご協力ありがとうございました。 島丸をやり遂げられたと思っています。本当に暖かいお言葉、ご
山下暢公共イメージ委員長：黒島会長のご指示のもと最初の一つ

指導ありがとうございました。

の指示だけであとは放任主義の会長のもと好き勝手にホームペー

◆ 黒島 剛 会長 一年間の活動報告とお礼 ◆

ジとフェイスブックをさせて頂いてありがとうございます。一応ガバ

我が石垣島ロータリークラブは、一人ひとりが豊かな人生を過ごさ

ナーにもお褒めを頂いたので認められたのかなと思っております。

れるよう「八重山の未来へ奉仕しよう」をテーマに掲げ、皆様と共に

2 年間公共イメージ委員長をさせて頂いて、そろそろかなと思って

歩んで参りました。お陰様で無事に年間事業計画を遂行すること

いたところ、明後日からもう一度、委員長ということですので、3 年

が出来ましたが、お礼の気持ちも込め、一年間の振り返りをさせて

目に入りますが、何をやろうかこれから考えたいと思います。本日

頂きたいと思います。はじめに、8/18 新型コロナ感染対策活動の

はご利用ありがとうございました。宮城早人職業奉仕委員長：今年

一環となりましたマスクケース贈呈式では、東京上野 RC 会員（株）

度はコロナのせいでいろんな会合も出来ず何もやることができま

気生堂印刷所の鈴川光哉社長より寄贈頂いた 8,000 枚のマスク

せんでした。ただ理事会は皆出席いたしました。

ケースを、県飲食業生活衛生協同組合八重山支部へ贈呈いたし

前原博一社会・青少年委員長：最初に吉田幹事から献血担当委

ました。9/26（日）「水辺の美化プロジェクト」では、石垣島北部に

員長になって下さいと言われて、よく分からなかったんですが、コ

ある伊野田海岸の清掃活動を実施、松島ガバナー補佐、当クラブ

ロナで困っている人に対して献血活動をしましょうと、ライオンズさ

名誉会員、中山義隆市長に参加して頂き、海岸清掃を行いました。

んは以前からやっていますが、今回初めて献血車両の支援をした

後にその活動が評価され、5/31 の地区大会では「水辺の美化賞」

んですが、この日は大雨で献血活動が出来るのかと思ったのです

を受賞致しました。3/16（水）与那国島伝統太鼓寄贈プロジェクト

が、時間が経つにつれて雨が上がりカラッとして素晴しい 1 日を過

では、地区補助金を活用させて頂き、与那国中学校、久部良中学

ごしました。目標は 50 名だったんですが、ラスト 1、2 時間前まで

校の 2 校に与那国の伝統太鼓を各々5 個寄贈致しました。4/13

は目標を達成しないだろうと数字が出て、そこから黒島会長が電

（水）オープン例会では、若林ガバナーが石垣島に来島、当クラブ

話しまくって何とか 50 名に達したので、黒島会長は素晴しなと思

の例会で卓話を頂く貴重な場を作って頂き、地域の経営者を招い

いました。朝から夕方まで過ごしましたが、最初は雨で少しイヤだ

てのオープン例会を開催、5 名の方に参加して頂き、内、3 名が入

会、残りの 2 名は JC 会員卒業後、入会する旨の確約を頂きまし

た。年間活動の殆どが地元紙を始め多くのマスコミに取り上げられ、

た。今年度は計 8 名の有志の方々に入会して頂き、現在会正員

公共でのイメージアップに繋げる事が出来た事、又、クラブホーム

数が 51 名、名誉会員についても、中山石垣市長お一方から更に

ページのリニューアルを行い、最近の情報ツールとなる SNS では

もうお一方増え、この度前泊正人竹富町長に快くお引き受け頂き

ロータリアンではない多くの方々に「良いね！」の評価も頂いてお

ました。メータ氏の発する「もっと行動しもっと成長しよう」プロジェク

ります。「八重山の未来へ奉仕しよう」をテーマに掲げ、活動して参

ト、一人から一人の会員増に繋げることが出来ました。5/23（月）竹

りましたが、一年間のその一つひとつの活動を全うする事が出来

富小中学校図書室「指田文庫」へ図書券の寄贈式については、

たのは、全ての会員の皆様のおかげでございます。吉田幹事をは

2004 年から始まり今年で 19 年目を迎える恒例の活動となります

じめ理事会の皆様、会員の皆様、君沢事務局様、毎週の例会の

が、開設当初は寄贈された百科事典や図書、絵本などの 29 冊

場を提供して下さったアートホテルフロアースタッフの皆様、この

でスタート、現在、当クラブの寄付などで購入された図書は

年度に真心を寄せて下さりご理解とご協力を賜りましたことは、言

582 冊になりました。今では、当クラブの事業として継承して

葉にならないほどの感謝と敬意でいっぱいでございます。一年間

おります。6/10（金）献血推進活動では、沖縄県赤十字血液セン

あっという間で、些か名残惜しいですが、今年度経験させて頂い

ターと協力し「タウンプラザかねひで石垣市場」で献血推進活動を

た事は私個人の今後の人生、又、今後のクラブ活動のお役に立

行いました。目標人数を 50 人とし、協力頂いた方へのお礼に卵

てればと考えております。次年度大浜会長、松田幹事のリーダー

10 個入りパックのプレゼントを行い大変喜ばれました。当クラブ会

シップのもと、石垣島ロータリークラブの益々のご発展を祈念申し

員の方も含め受付者数 53 名、内、49 名の方に献血して頂きまし

上げます。そして心からのエールを贈り挨拶とさせて頂きます。

～ 例 会 風 景 ～

ありがとうございました。

お ご
め 入
で 会
と
う
ご
ざ
い
ま
す

黒島栄作さん、前原博一さん、中山義隆名誉
会員、新城永一郞さん HAPPY Birthday
黒島剛会長、吉田貴紀幹事、一年間大変お疲れ様でした！
本日のニコニコ：✩黒島剛氏：しなすどー 1 年間ありがとうございました。✩吉田貴紀氏：皆さま 1 年間ありがとうご座いました。7 月が来るのが楽し
みです。✩黒山義隆氏：黒島会長お疲れ様でした！✩上勢頭保氏：黒島会長、吉田幹事ごくろうさまでした。今日前泊町長も参加させて頂き感謝
を申し上げます。✩宮良榮子氏：会長、幹事おつかれ様でした。ありがとうございました。感謝！✩南波正幸氏：会長、幹事 1 年間お疲れ様でし
た。✩大濵達也氏：黒島会長、吉田幹事お疲れ様でした。✩大濵琴美氏：黒島会長おつかれ様！！✩上原晃子氏：黒島会長、吉田幹事、本当
におつかれ様でございました。感謝！！✩森田安高氏：黒島会長、吉田幹事 1 年間お疲れ様でした。✩遠藤正夫氏：黒島会長、吉田幹事おつ
かれ様でした。✩宮良幸男氏：黒島会長、吉田幹事、1 年間お疲れ様でした。✩大浜勇人氏：黒島会長、吉田幹事、1 年間おつかれ様でした。次
年度もよろしくお願いいたします。✩宮城早人氏：黒島会長、吉田幹事、一年間本当にありがとうございました。✩今西敦之氏：黒島会長、吉田幹
事黒島丸の帰港に乾杯!!理事役員の皆様一年間ご苦労様でした。✩松田新一郎：１年間ありがとうございました。黒島会長、吉田幹事お疲れ様で
した。また、本年度は会員多数の米山特別寄付をいただきありがとうございました。✩新川正人氏：みな様 1 年間おつかれ様でした！✩垣本徳一
氏：黒島会長、吉田幹事 一年間お疲れ様でした。✩玉城一吉氏：黒島会長と吉田幹事の時に入会できて幸せです。また、国仲さん入会おめでと
うございます。これから宜しくお願いします。そして本日、南ぬ浜町で社の起工式を滞りなく行わせ頂きました。✩黒島栄作氏：黒島会長お疲れ様
でした。吉田幹事お疲れ様でした。✩新里裕樹氏：島会長、吉田幹事、１年間お疲れ様でした。✩国仲恵亮氏：入会式ありがとうございます。今後
とも宜しくお願いします。

◆BOX￥45,000（累計￥409,311） ◆コイン￥2,810,（累計￥810094）合計￥491,215

櫻井 浩一氏 5 日（火）

松林

豊氏 25 日（月）

