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第 5 例会（通算 2941 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”
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“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”
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【 南ぬ浜ビーチ 】
2018 年島のシンボルであるサザンゲートブリッジを渡った埋め立て地に市街地から一番近いビーチとし
て造成された南ぬ浜町人工ビーチ（愛称：南ぬ浜ビーチ）。真っ白い砂浜とコバルトブルーの海が楽しめ、外

洋に面していることもあり、海へと沈む夕日や星空を望むことができます。コロナ禍により現在は閉鎖中。
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例会記録 7 月 27（水）第 4 回（通算 2940 回） がバナー公式訪問
でございます。委員長を仰せつかっていますけれども、前木
✩総会員数：53 名 （名誉会員 2 名・出席免除会員 2 名）

さんは委員に入っていただいています。来年の 3/20 に予定

✩出席義務会員数：49 名

しております。ANA インターコンチネンタルホテルが会場で

✩出席人数：30 名 欠席人数：19 名 出席率：61.22％
≪司会進行：大本
✩ロータリーソング：えんどうの花
✩ソングリーダー

：宮良

綾子≫
四つのテスト

薫

✩ゲスト：嶋村文男ガバナー（東京東江戸川 RC）

ございます。昨日、前木さんと視察をして参りました。これか
らそれに向けて東京でいろいろ企画を練りまして、前木さん
にもご協力を頂かないといけません。更に石垣の皆さんにも
いろいろな共有もお願いすると思いますけれども、宜しくお

地区日台親善委員長：髙橋一博氏（東京新都心 RC）

願い致します。更に地区大会が 70 年に一度でうちのクラブ

地区副代表幹事：山里将氏（浦添 RC）

がホストになっておりまして、実行委員会でも嶋村ガバナー

地区研修委員 ：田中久光氏（浦添 RC）

と打ち合わせを重ねています。私は実行委員会のなかに入
ってはいないのですが、やはり嶋村ガバナー年度の地区大
会という大きなイベントになりますので、皆さんはご多忙だと

会 長 挨 拶
大 浜 勇 人

重々承知しておりますが、一つ地区大会の参加を更に増や
して頂きたく宜しくお願い致します。
地区副代表幹事：山里将氏（浦添 RC）

本日、嶋村ガバナーがご来島され、石垣 RC の第 4 回の例

沖縄分区のまとめ役を仰せつかりました。仁開ガバナー補

会をさせて頂いたあとに、ガバナー公式訪問フォーラムとし

佐の分区幹事は今年度はないわけですけど、幹事グループ

て、これからの石垣 RC の方向性やロータリーとは、という事

として那覇南の喜屋武さんが仁開ガバナー補佐を、そして

で皆さんで話し合いを持ちたいと考えております。嶋村ガバ

那覇南田畑ガバナー補佐の幹事の役目は宜野湾ＲＣ新垣

ナーにおかれましては、石垣 RC との関係は深く、私も嶋村

真由美さんが助けて頂く形になります。幹事グループのまと

ガバナーに携われてインドやミャンマー、モンゴルとたくさん

め役として私の方では総務という形で面倒をみていく形にな

の貴重な経験をさせて頂きました。今日は、石垣 RC のこれ

っています。一年間よろしくお願いいたします。

からとロータリーとはについて話し合える貴重な時間になると
思いますので、ぜひ活発な意見等も話し合を持てたらと考え
ております。嶋村ガバナーよろしくお願いいたします。

✩ 幹事報告・松田 新一郎 ✩
まずはお詫びから。体調不良により 2 週間ほど欠席してしま
いました。大変申し訳ございませんでした。それでは幹事報
告をいたします。ポリオ T シャツについて、前回から皆さんの
ご案内しておりますが、購入期限が 7/29 までとなっておりま
す。購入がまだの方は宜しくお願い致します。地区大会の締
め切りも明日までとなっております。今のところ 14 名の登録
となっております。ぜひご参加ご登録をお願いいたします。
LYLA のチラシが置かれています。ロータリー青少年指導者
養成プログラムとして、開催日は来年の 2/23～26 日、募集

✩嶋村文男ガバナー 公式訪問 卓話✩
（東京東江戸川 RC）
2022-23 年度 ガバナー信条

“Take Action for Rotary Future”
“Reach Out for World Peace”
“ロータリーの未来のために行動しよう”
“世界の平和のために手を差しのべよう”
地区運営方針
（１）ロータリーの奉仕理念（ideal of service) が確
立された歴史を再認識し、ロータリーの未来への可能
性に挑戦しましよう。
・・・・⇒個々ロータリアンの覚
醒促進

期間が 8/1 からとなっております。応募資格等が記載されて
いる内容を確認いただいて必要であればご応募をお願いし
ます。皆様のお手元に「ロータリーの目的」の紙がラミネート
されて持ち出し禁止となっています。ラミネートに時間と費用
をかけましたので、持ち出し禁止でお願いいたします。
✩ ビジター挨拶 ✩
日台親善委員長：髙橋一博氏（東京新都心 RC）
私はロータリー歴 17 年目に入ります。皆出席は続けており

（２）未来を託す青少年奉仕活動の新しいクロスプロ
モーション事業をローターアクターと共に展開しまし
よう。
・・・・⇒次世代ロータリーとの積極参加
（３）
「ロータリーは人を育て向上させる場」の認識を
高め、会員基盤の向上を図り、会員増強に繋げましょ
う。
・・・・・⇒永遠の課題、自己を高めよう！仲間を
増やそう!

ます。退会するまでこれは頑として続けようと思っています。
うちのクラブの高齢は 88 歳の方がいます。いろいろと元気
づけられています。先週の土曜日に 77 歳の誕生日を迎えま
した。入会が遅いもんですから歳だけ先にとってます。日台
親善委員会のお話なんですが、これは日台親善会議とは別

（４）
「世界を変える行動人」として、海外との交流を
通じて、国際理解と善意を育み世界の平和を希求する。
―【ポリオ根絶】は世界平和の道標、ポリオ根絶活動
を通じて、クラブの活性化を目指しましょう。

・・・・・⇒ポリオ根絶に参加して世界の平和に貢献！
（５）D.E.I.「Diversity (多様性)・Equity（公平）・
Inclusion (ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ)」をクラブ・地区に浸透させま
しょう。新しい参加型奉仕活動を提案し、クラブ会員
の積極的参加を促します。ロータリー活動に新たな満
足感を得て地域社会にロータリーのストーリーを伝え
ましょう。そうして、
「クラブの活性化」と「ロータリ
アン・ローターアクターの成長」に繋がる事を体感出
来る地区運営を行いましょう。
・・・・・⇒DEI を浸透させ、未来に繋がる行動人を目
指そう！
［最重点項目］我々はどこでどんなことを行動するの
か！何を目指すのか！
(1)地区大会を年度前半〔2022 年 9 月 9 日(金)～1０
日(土)〕に開催し、ロータリーファミリーが参加出来る
新しい形の地区大会を作り上げる。大会スローガンは
【ロータリーに夢を！】ロータリアンとロータリアン
が共に、
「感動」
「共感」
「刺激」を感じながら、ROTARY
FUTURE•ロータリーの未来に夢を与える大会を目
指します。
・・・・・⇒地区大会でロータリーファミリ
ーと繋がろう！
(2)DEI・行動計画委員会と戦略計画推進委員会を新設
し、地区ビジョンと地区行動計画の策定を目指します。
クラブの持続的成長を目指して、DEI を取り入れたク
ラブビジョン・クラブ行動計画の策定支援を行います。
・・・・・⇒魅力あるクラブへの発展・行動計画を考え

れる活動を行います。また１２月３日に『環境』をキー
ワードにした「IMAGINE ROTARY ワークショップ(環
境)」を開催します。
（３）ロータリーの未来への可能性に挑戦するロータ
リーファミリーのクロスプロモーション事業として
2023 年 3 月 5 日(日)に、(仮称）
「Rotary Future フ
ェスタ」を学友フェローズ委員会が主管して開催致し
ます。
（４）世界自然遺産沖縄県国頭村「やんばる学びの森」
で刺激ある RYLA セミナーを 3 泊 4 日で開催します。
【2023 年 2 月 23 日（木）～26 日（日）
】又、青少
年交換プログラムのジャパンツアーに IAC メンバー
が参加するクロスプロモーション事業を実施します。
【2023 年 3 月下旬】
（５）職業奉仕部門では、ロータリーの奉仕理念が確
立された歴史を再認識します。
『奉仕の理念を未来に繋
ぐ』―「ロータリーの原点〝決議 23-34〟から紐解
く」と題する漫画電子ブックを作成し、地区 HP にア
ップします。各クラブが『ロータリー運動の意義』を
RC 内外に広める為、2023 年 1 月の職業奉仕月間を
「ロータリーの奉仕の心を伝える月間」として位置づ
け、卓話データを作成します。
（６）ロータリー米山記念奨学事業に新風を吹き込み
ます。奨学生がロータリーを学び親睦を深める目的で
米山親睦旅行を計画。〔2022 年 9 月 3 日(土)～4 日
(日)〕意義深い米山期間修了式を多くの方に見ていた
だく為にオープン型で開催。
〔2023 年 3 月 4 日(土)〕
海外にある米山学友会との交流を多面的に実施します。

てみよう！
(3)クラブ運営支援部門ではクラブを強化することを
目的として『ロータリー賞』への理解促進を進め、全ク
ラブ参加を推奨し、その目標達成を支援する。ロータリ
ー情報の宝庫ともいえる My Rotary への登録率アップ
を図る。元気なクラブ作りを目的とした全てのクラブ
活動に対しての【4 つの F 賞】を創設します。
・・・・・⇒奉仕の理念を楽しく競う“４つの F”アワ
ードを楽しもう！
4 つの F を感じながら
Fresh 斬新、 Fellowship 連帯感、 Find 出会う、
Fun ワクワクする楽しみ
［重点項目］チーム嶋村、花咲く舞台、地域社会と一緒に多
くの参加を呼びかけよう！
（1）広報・公共イメージ部門が主管し、
『世界を変える行動
人』を体現する世界ポリオデー2580〔2022 年 10 月 23
日(日)～24 日(月)〕とアースデー2580 ぶっく•デ•アー
ス〔2023 年 4 月 22 日(土）〕を、ロータリーファミリーと
一体になって開催します。
（２）2022 年７月 31 日(日)と９月２５日(日)に『環
境保全クリーン活動』を展開します。環境委員会が主
管して分区やクラブ単位で、地域の人々と一緒に喜ば

（７）国際奉仕部門では、国際親善を通して国際理解
を高め、人道的支援に繋がる地区補助金活用事業や
GG へのトライをするクラブを支援します。台湾の友
好地区 RID3482 を含めた全台湾のクラブとの交流を
推進します。２０２３年３月２０日（月）に石垣島で、
（仮称）
「台湾感謝の夕べ」を開催、地区内で台湾の友
好・姉妹クラブのあるクラブとの交流の機会とします。
（８）広報委員会で様々なプログラムをインパクトあ
る発信で行い、会員の積極的な参加を後押しします。
ガバナー月信は、月信編集委員会が担務し、会長向け
の情報提供を目的としてウェブ等で発信します。
（９）R 財団部門の補助金審査方法を再検討しロータ
リー平和センターへの関わりを強めます。社会奉仕部
門では奉仕活動実践の場を体感する目的で、他クラブ
の奉仕活動参加への道を作ります。地域社会で困って
いる人たちに手を差しのべるために、新しいパートナ
ー作りにも取り組み、奉仕の可能性にトライします。
（１０）ポリオ根絶への取り組みとして、2023 年 1
月 頃 に 開 催 予 定 の イ ン ド NID （ national
immunization days・全国ワクチン一斉投与日)参加
ツアーを計画し、国際奉仕実践の機会とします。併せ
てポリオ根絶の寄付に繋がるロータリーカード（クラ

ブカード）の採用を各クラブに推奨します。

ブ行動計画を作ることを支援します。

（1１）分区別のガバナーRA 交流会や、IAC 例会への
ガバナー訪問を実施し、ロータリーファミリーや新し
いモデルのクラブを体感、変化を受け入れる機会とし
ます。

（2）
ロータリアン自らが成長する機会として RLI(The
Rotary Leadership Institute)の受講を奨励し、参加
者の語り合いの場として一泊二日の集中型で開催しま
す。
（対象者は幹事及び幹事エレクト） 又、地域リー
ダーに求められるファシリテーション能力アップを目
的に、DL 研修を強化、実施します。

（12）２０２３年３月１０日、ロータリー希望の風チ
ャリティーコンサートを開催します。
[強調事項] -未来を見据えた新しい研修体系の構築へ
（1）クラブレベルでのロータリーの研修を強化・充実
すると共に「元気なクラブづくり」を推進する「クラブ
研修リーダー」の設置を推奨し、クラブビジョン・クラ

（3）入会 2 年以内の新入会員向けに“ハロー
ROTARY”を開催し（2022 年 10 月〜12 月)ロー
タリーの基本的研修を行う。また、入会 5 年未満の会
員にロータリーの素晴らしさを感じ、ロータリーが大
好きになる研修・TLR（Training to Love Rotary）
をそれぞれ Zoom で開催します。(2023 年 4 月～6 月)

～ 例会・フォーラム

嶋村文男ガバナー
公式訪問・フォーラム ありがとうございました。

風 景 ～

大浜勇人会長
7/31（日）にローターア
クトの皆さんと波の上ビー
チのビーチクリーンに参加
して来ました。

本日のニコニコ：✩大浜勇人氏：がバナー御来島ありがとうございます。✩上勢頭保氏：嶋村文男ガバナーの御来島を心から歓迎申し上げま

す。ガバナー補佐の仁開君と共に楽しいロータリーにして下さい。✩仁開一夫氏：嶋村ガバナー公式訪問ありがとうございます。✩宮良榮子
氏：嶋村文男ガバナーようこそ石垣へおいでいただきました。感謝。✩南波正幸氏：嶋村ガバナー、本日は卓話ありがとうございました。大変勉
強になりました。✩上原晃子氏：石垣島へいらっしゃる日をとても、とても楽しみにお待ちしておりました。ありがとうございます。✩前木繁孝氏：
嶋村ガバナー、ゲストの皆様をお迎えしての例会ありがとうございます。✩森田安高氏：嶋村ガバナー、卓話並びにフォーラムありがとうございま
す。✩宮良幸男氏：嶋村ガバナー、就任おめでとうございます。✩宮良薫氏：嶋村ガバナー、素晴らしいフォーラムありがとうございました。地区
大会の成功を期待しています。✩宮城早人氏：嶋村ガバナー、ならびに役員の皆様、本日はありがとうございました。✩東上里和広氏：嶋村ガ
バナー、ご来島ありがとうございます。例会フォーラムよろしくお願いします。✩吉田貴紀氏：嶋村ガバナー、公式訪問ありがとうございました。ま
た、先日 13 歳の長男に慎重を抜かされました。✩松田新一郎氏：2 週刊例会欠席すみませんでした。嶋村ガバナー、本日貴重なお話ありがと
うございました。✩今西敦之氏：嶋村ガバナー、本日の卓話よろしくお願い致します。髙橋日台親善委員長、山里地区副幹事、田中研修委員、
ようこそおいでくださいました。✩山下徹氏：嶋村ガバナー、本日はありがとうございました。✩新垣精二氏：嶋村ガバナー、公式訪問ありがとうご
ざいます。一年間宜しくお願いします。✩新川正人氏：ゲストのみな様、遠方よりお越しいただきありがとうございます。✩垣本徳一氏：嶋村文男
ガバナー、公式訪問ありがとうございます。✩国仲恵亮氏：嶋村ガバナー、貴重なお話ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。
✩髙橋一博氏：初訪問です。宜しくお願い致します。地区大会でお待ちしています。✩山里将氏：沖縄総務 山里です。嶋村ガバナーの下で
動いています。一年間よろしくお願いします。✩田中久光氏：嶋村ガバナー公式訪問おめでとうございます。仁開ガバナー補佐感謝致します。

◆BOX￥31,000（累計￥90,000） ◆コイン￥0 （累計￥0）合計￥90,000

