2022 年（令和 4 年） 7 月

20 日（水） 第 3 例会（通算 2939 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～

【 吹通川 】
マーペー伝説で有名な野底岳を源流とする全長 2.2 ㎞の河川です。河口付近は淡水と海水が混じる汽
水域になっていて、マングローブを形成するヒルギ群落は石垣市の天然記念物に指定されています。河口か
ら上流へ簡単にアクセスができ、リバーアクティビティの人気スポットにもなっています。

7 月のプログラム

ガバナー補佐：仁開

7/20（水）ゲスト卓話

一夫

7/27（水）ガバナー公式訪問＆フォーラム

幹事：松田

会長：大浜 勇人

公共イメージ委員長：山下
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副幹事：今西
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例会記録 7 月 13（水）第 2 回（通算 2939 回） 仁開 一夫 ガバナー補佐卓話
✩総会員数：53 名 （名誉会員 2 名・出席免除会員 2 名）
✩出席義務会員数：49 名
✩出席人数：32 名 欠席人数：17 名 出席率：69.39％
≪司会進行：大本

綾子・玉城

✩ロータリーソング：奉仕の理想
✩ソングリーダー

：

✩メ ー ク ア ッ プ：

一吉≫

四つのテスト

各テーブルに回覧させて頂きますので、申し込まれる方は、
サイズ・数量を事務局までお願いいたします。
✩ 会員・委員会からの報告 ✩
南波正幸氏：前年度に一人 100 ㌦財団へ寄付した際の
Every Rotatian,Evey Year 100％ロータリー財団寄付の
受賞のバナーが届きましたのでご報告させて頂きます。

✩ 地区幹事挨拶：喜屋武 力氏 ✩
今年度、地区幹事を仰せつかりましたのでどうぞ宜しくお願
い致します。石垣 RC から初めて歴史の 1 ページを開いたと
会 長 挨 拶
いうことになると思いますが、仁開ガバナー補佐が誕生いた
大 浜 勇 人
しまして、仁開ガバナー補佐の担当幹事として、一緒に回ら
参議院選挙も終わって先週は悲しいニュースもございました。 せていただきますので 1 年間どうぞ宜しくお願い致します。
先ず以て安倍晋三元首相のご冥福をお祈りすると共に哀悼 今年度は大浜会長、松田幹事のもと、石垣 RC は前に進ん
の意を捧げたいと思います。さて、本日は 11 時からクラブ協 でいくと思いますが、私の役目としては、クラブが活動しやす
議会を開催させて頂きました。例年ですと、ガバナー公式訪 いようにお手伝いをするということになりますので、地区の要
問に合わせてクラブ協議会を開催しておりましたが、今年は 望を皆さんに伝わるようにやっていきたいなと思っています。
内容をガラッと変えて意見を言い合う形を取らせて頂きまし 嶋村ガバナーは、石垣 RC にも期待をしていまして、石垣
た。7/27 にガバナー公式訪問がございます。通常例会でガ RC からは地区委員も多数輩出させて頂いています。また台
バナーに卓話をして頂き、その例会のあとにフォーラムを開 湾との集いもありますので 1 年間、お力を貸して頂きたいと
きたいという申し出がございまして、このフォーラムは、ロータ 思います。私の担当といたしましては、ポリオデーと国際奉
リーについて話し合う形になっております。ガバナーと直接 仕が担当となっております。ポリオデーに関しまして、先ほど
コミュニケーションを取りながら進めるフォーラムとなっており 今西副幹事からもお話がありましたように 10/23 に 2580 地
ます。少し長くて 15 時までなんですが、ガバナーと直接話 区が一斉に募金活動を行います。T シャツの集計の話は先
が出来る機会はございませんので、ロータリーの知識を広め 週に委員会で話し合ったものがすぐにこうやってクラブにキ
るためにも、たくさんの皆様で歓迎しご参加頂ければと思っ チンと伝わっているんだなと非情に迅速性を肌で感じている
ております。今日はガバナーフォーラムのためのテーマを委 ところです。国際大会も担当になっておりますので、森田委
員会で話し合う場を持たせて頂きました。1 年間元気なクラ 員長のお力をお借したいと思います。沖縄分区のクラブは
ブ運営をするに当たりいろいろな課題点などの話し合いなど、 私も含め国際大会になかなか参加したことがありませんので、
またこういう機会を増やしながらより良いクラブにしていく為 石垣 RC のこれまでの経験を頂いて、今年度は沖縄分区か
にも話し合いを重ねていければと考えております。本日は、 ら 30 名以上メルボルンに参加したいと思っています。その
ガバナー補佐の卓話ということで、これからの一年間のガバ 頃にはコロナも落ち着いて行けると思いますので、石垣 RC
ナー補佐の方針も聞けると思いますので沢山勉強していき の親睦と奉仕がキチンとなされている伝統のあるクラブを見
たいと思います。今日は、喜屋武地区幹事もご来島されて 習いながら、仁開ガバナー補佐と一緒に 1 年間頑張って行
おります。宜しくお願い致します。
きたいと思っていますので、どうぞ皆様宜しくお願い致します。
✩ 副幹事報告・今西 敦之 ✩
✩ 仁開 一夫ガバナー補佐 卓話 ✩
松田幹事が体調不良のため今年度副幹事を務めさせてさ
テーマ：ロータリーについて
せて頂きます今西でございます。本日の幹事報告は 2 点で ロータリーの友 7 月号に、RI 会長のジェニファーさんが載
ございます。1 点目、来る 9 月に東京で開催されます地区大 っています。120 年の歴史のなかで、初めて女性の RI 会
会におきまして締め切り期日でございます。登録締切が 長なんです。カナダ出身です。皆さんも時間があったらぜ
7/29（金）となっておりますので、7/28（木）までにご参加され ひ読んでください。彼女は 20 歳ぐらいから銀行と話し合っ
る方は、事務局の方までご連絡お願いいたします。本年度 てテレビ局を立ち上げたんです。それでいろんな奉仕活動
大浜会長のも方針に地区大会に 15 名以上の参加と目標が をしていて、凄いところが、年配の女性が、初めての女性会
掲げられていますので、どうぞ奮ってご参加のほど宜しくお 長になってありがとうと声をかけたら、私は最後ではありま
願い致します。2 点目、地区の公共イメージ委員会から、来 せんよ、続く人がいますよと言ったそうです。凄い女性だな
る 10/23 に公共イメージ委員会が実施されますポリオデー と思っています。42 歳の時に、乳がんになって大きな試練
2580 地区の T シャツを着て募金活動をしようというキャンペ を経験したんですね。化学療法を 8 回、放射線治療を 21
ーンがございます。つきましてはロータリアンがポリオの T シ 回、そういう経緯があります。癌には二度とかかりません、し
ャツを着て募金活動に邁進しようというようなご提案でござい かし癌にならなければ今日の私はなかったと言い切ってお
ます。地区からポリオ T シャツの発注書が届いております。 ります。そういう方が RI の女性会長です。女性会員が入会

する時には、RI のトップは女性ですよということ話したら、

業を職業を業界を、そして社会全体を向上させる運動である

新入会員を勧誘しやすいんじゃないかなと思っております。

と、究極の目的は世間から信頼される尊敬される真のロータ

また 2580 地区の嶋村ガバナーも載っています。皆さんも

リアンを育てることです。面白いのが親睦とか奉仕とか言うん

分かると思いますが、一番下に自分の特徴や興味がある

ですが、親睦は手段であって目的ではない、最終的な目的

音楽や絵など将来何になりたかったかということが書いてあ

は世界平和、そのためには個人個人が団結しなければでき

ります。嶋村ガバナーは、優しさと勇気、行動、映画はゴッ

ない、手段ではあるけれども親睦は目的ではない、手段と目

トファーザー、映像、音楽共に素晴しい。将来になりたかっ

的を履き違えないようにということを言っています。ロータリー

たのは弁護士。おじいちゃんお父さんから継ぐ会社を守ろ

クラブは異なった事業または専門職から選ばれたものをもっ

うと思って、勉強していましたというような事も書いてありま

て構成されている、どういうことかというと鈴木一作さんという

すので、ロータリーの友はぜひ読んでください。2580 地区

山形のパストバナーですが、何かあったら講師になってくだ

嶋 村 ガ バ ナ ー の 方 針 は 、 “ Take Action

for Rotary

さいと言ったら、沖縄まで飛んで行きますよ、自前で飛んで

“ロータリーの未来のために行動しよう”今現
Future”

きますよ、そういう方たちの集まりでしょ、と話されて私は感動

在ではなくて将来に続くような活動をしましょう。も

しました。そういう人に会えるのが、指田先生が言ったロータ

う一つは、
“Reach Out for World Peace” “世界の平

リーのチャンスなんです。個人が受け止めてチャンスと思うか

和のために手を差しのべよう”これがガバナー信条で

そうでないか、それは個人差によります。私の先輩の上瀬戸

す。地区大会は、9/9、10 日ですのでぜひ参加して下さ

さんが指田先生と会ったときに、声をかけてくれて竹富島に

い。10/23 にポリオプラスデーで皆さん、街頭募金に参

は今まで医介補しかいなかったけれども、正式に赴任しても

加です。もう一つ大切なのは、石垣に直結したことなん

らいました。それで先生は 1000 日奉仕と言って 3 年間奉仕

ですが、2023 年 3 月 20 日に台湾感謝の夕べをしよう

してくれました。凄かったのは後任はまた自分で探してきた

ということで石垣島開催なので ANA インターコンチ

んです、竹富診療所に。頭が下がる思いがしました。ロータリ

も押えてあります。それが終わると、今年度は IM 大会

ーがくれるチャンスはいろいろと転がっているんです。本人

がないですから、合同例会というものをやります。合同

がどう感じているかによって、チャンスになったり、目先で止

例会は沖縄分区全体ではなくて、私が担当する 6 クラ

めて終わったりと、それぞれの感じ方になります。なので少し

ブでやります。名護やコザから石垣島に呼んでするよ

でも多く地区大会や合同例会回、世界大会に行って、知識

りは、私たちや宮古島のメンバーが那覇に行った方が

を得る事は大切じゃないかなと私は思っています。専門職か

早いし、参加するメンバーも多くなるだろうと考えて、

ら選ばれた者でもって構成されています。5 年ほど前は 1 業

6 月 16 日（金）に国際通りにあるコレクティブホテル

種 1 人と言う区分率はありましたけれども、最終的に考え方

で開催します。ホストは那覇東ですけど、主催は私なんで

としては残っていますが、同じ業種だけ何十名も入れたらお

す。皆さんの協力がないとできませんので、多くの人数で

かしくなりますので、違う業種の方を入れようと、今は同じ業

参加していただきたい、これは私からのお願いです。ポリオ

種でも 5 名ほどであれば大丈夫ですよというふうに変わって

の街頭募金と 3 月 20 日の台湾感謝の夕べ、6 月 16 日

きています。ロータリアンになったからといって、仕事が増え

（金）合同例会、皆さんよろしくお願いいたします。

ると言うわけではなくて、それはみんなから認められたら自然

第 1 回目のクラブ協議会は那覇東で行い、その後に懇親

と仕事が増えますよと言っています。ロータリーの場は、より

会がありました。その席でパストガバナー補佐西村さんとい

良い人間になるためには訓練であると、訓練の場だと思って

う税理士がいます。同級生ですけど、石垣はおそらく仕事

くださいと、成長しなければ意味がないですよ、と言っていま

でよく那覇に来ているだろう、それにしてはメイクアップが少

す。ロータリーに入ったお陰で、この点は違う業種の人と話し

ないよ、と言う話が出ました。皆さんの机の上に沖縄分区の

合って、こういう考え方もあったのか、そういうのをしっかり捉

例会場の案内と言う用紙があります。那覇に行ったときに

えて成長し、ロータリアン個人個人が成長したら、実際のクラ

は曜日を確認してぜひメイクアップしていただきたいと思い

ブも成長していきます。どういうような形で本人が成長と捉え

ます。那覇に行く割には石垣の方はメイクアップが少ない

るか、食事だけして帰るか、意識の違いと言うのはあると思い

のでという那覇東の方からの意見でした。那覇のメンバー

ます。ロータリーに入って良かったというのを、1 つでも見つ

は石垣の方ともっと知り会いたいと言っています。那覇に来

けていただけたら、新入会員の為にもなると思います。ロー

たらぜひ来ていただきたいと言う話がありますので、ぜひメ

タリーと言うのは、倫理とか行動規範とか毎週繰り返し繰り返

ークアプを大いに活用してください。

しやっていますよね、そうやっているクラブがどこにあるか、

ここからはロータリーについてお話します。会長になる前に

酒の席とかではいちいち教育倫理とか道徳とかの話はしな

PETS という研修会でロータリについて学びます。その中で

いですよね、ロータリーの例会ではいつも 4 つのテストやロ

1 つ面白いのがガンディカーというフィラデルフィアの出身で

ータリーの目的とか、そういうのを教えるのがロータリーの特

職業分類はレストラン経営の方で、1923-24 年の RI 会長を

色ある教育的性格だよと言っています。1 つ面白いのは、ロ

経験した方です。彼が言うには、ロータリーは自分自身を事

ータリークラブは、酒の勢いを借りて議論してはならないそう

いうのも書いてありますね。ロータリーの会においては、聴衆

でした。最後に、我々はロータリアンとして、深い思索、奉仕

が卓話者に対して、投げつける皮肉交じりの反論は避けら

の実践、友愛に満ちた友好に明け暮れば人間としての成長

れるべきである、そういうようなことをガンディカーさん RI 会

は必ず顔に現れます、素晴らしい真のロータリアンは顔に現

長になった人が言っています。ロータリアン同士の親睦を基

れますよと仰っています。会員同士の親睦を重視するあまり、

盤にして立派なロータリアンを育てあげながら価値ある奉仕

ロータリアンの良き親睦こそがロータリーの全てであるという

をするのが社会に貢献する、世界的な団体であると言ってい

考え違いをすることが、手段と目的は履き違えないでくださ

ます。ロータリーは人生を豊かにすると、私も昔は出席を年

いねと言うことです。ロータリーは親睦は必要で重要だが目

に一回するかしないかの不良会員でした。180 度変わって

的ではない。ロータリアンは他人の悪口や陰口を言ってはい

今は幹事、会長、ガバナー補佐を経験して少しは奉仕の感

けない、もちろん議論や意見を言うのは大いに結構です。し

覚に目覚めたかなぁと思っています。ロータリーで人間的に

かし他人の悪口や陰口を言ってはいけない。これまで私は

成長して、人生を豊かにしていくんですよと書いてあります。

素晴らしいロータリアンに会いました。経歴や考え方や性格

例会の出席率について彼は厳しいことを言っています。ロー

は人それぞれ違います。しかし共通点が 1 つあります。意見

タリーの例会に欠席はありえないということを言っています。

は言っても他人の悪口や陰口はけして言わない。ロータリア

沖縄分区は大体 50％から 60％、在京は 70％から 80％は

ンそれが共通事項です。長々とお話ししましたけれども、ガ

ざらにあります。例会欠席はありえないと言い切っています。

ンディカーさんからのロータリーの心得ということでお話しま

ロータリアンになれる人だけロータリーへの入会を勧めなさ

した。私もできるだけ近づけたいと思います。皆さんも出来る

いと言っています。今の世の中には合わないのかなと思いま

限り少しでも一歩でもロータリアンらしくなって、石垣ロータリ

す。今はゆるい方じゃないかなと思いますが昔そういう感じ

ークラブを発展させていってください。ありがとうございました

～ 例 会 風 景 ～

喜屋武地区幹事
一年間よろしくお願いいたします。

11:00～クラブ協議会

本日のニコニコ：✩大浜勇人：クラブ協議会参加ありがとうございました。喜屋武地区幹事、来島ありがとうございました。✩上勢頭保：県を
代表するロータリーガバナー補佐、1 年間頑張って下さい。卓話に感謝✩宮良榮子氏：仁開ガバナー補佐就任を祝い今日の卓話に感
謝✩南波正幸氏：仁開ガバナー補佐、喜屋武地区幹事、一年間宜しくお願いします。✩橋本孝来氏：新しいスタイルのクラブ協議会良か
ったです！お疲れ様でした。✩森田安高氏：仁開ガバナー補佐、喜屋武地区幹事、今日はクラブ協議会お疲れ様でした!!✩宮城早人
氏：喜屋武地区幹事ありがとうございました。仁開ガバナー補佐卓話ありがとうございました。✩比嘉洋氏：今年度のスタートに参加できず
失礼しました。今年度以降もよろしくお願いします。✩今西敦之氏：仁開ガバナー補佐、喜屋武地区幹事、本日はよろしくお願い致しま
す。✩新川正人氏：喜屋武地区幹事、ご来島並びにコメントありがとうございました。✩大島盛幸氏：仁開ガバナー補佐、ロータリアンとし
ての学びをさせて頂きました。ありがとうございました。✩喜屋武力氏（那覇南 RC）：一年間よろしくお願い申し上げます。✩入江信仁（大
宮中央 RC）：本日はお世話になります。

◆BOX￥18,000（累計￥54,000） ◆コイン￥0 （累計￥0）合計￥54,000

櫻井 浩一氏 5 日（火）

松林

豊氏 25 日（月）

