
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

石垣方言：ムクスタマ   和名：ホソバムクイヌビワ 

ムクイヌビワより細い葉であるという違いからホソバムクイヌビワと言われています。 

雌雄異株で果嚢は赤黄色に熟します。柔らかい木材で壁材などに使用されてきましたが、 

肌がかぶれてしまう人もいます。 

 

 

 

2020 年（令和 2 年）12 月 23 日（水）第 16 回例会（通算 2890 回） 

 シリーズ：森の名人・戸眞伊さんと森の木   

  

例会日 水曜日 12：30～13：30                TEL/FAX（0980）83－2917 
例会場 アートホテル石垣島（0980）83－3311       URL http://ishigaki-rotary.jimdo.com 
事務局 〒907-0013 石垣市浜崎町 1-1-4        E-mail ishirotary@ninus.ocn.ne.jp 

会長：森田 安高  副会長：黒島 剛  幹事：東上里 広和  副幹事：吉田 貴紀 

国際ロータリー第２５８０地区 

 12 月 16 日（水）例 会 報 告  

≪司会進行：新垣 精二≫ 

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 ：山下 暢 

メー ク ア ッ プ：我那覇 宗善 小林 昌道 大濵 達也  

宮良 幸男 宮良 榮子 大城 文博 

会  員  総  数 47 名 

出 席 義 務 会 員      46 名 

出    席    数 31 名 

欠 席 数  15 名 

出 席 率  67.39％ 

通算出席率（11 月（1 回）） 50.00％ 

 

地区ガバナー：野生司 義光氏 

2020-21 年度 RI テーマ 

RI 会長：ホルガー・クナーク 

★12 月のプログラム  12/23（水） 一年を振り返ってのスピーチ 

創立年月日：1962 年 3 月 12 日  

今年度創立 60 周年 

2020-21 年度 ◆クラブテーマ◆【 心 機 一 転 】 

今月のロータリーレート 1$￥105 

四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなの為になるかどうか 

✩地区年次目標✩ 

「会員増強」 

「公共イメージの向上」 

「ロータリーデーの開催」 



 
 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

早いもので来週で例会の締めになります。例年であれ

ば来週は忘年会を兼ねてという事で夜間例会を開催す

るところでありましたが、コロナ禍のなかで Goto キャン

ペーンもストップがかかり全国的に大変な状況になって

いるというふうに自覚していますしそれに伴って来週は

通常例会の昼間だけを開催することが決定されました。

また、地区大会のご案内が届いております。皆さんのテ

ーブルにも置いてありますが、参加の制限があり正会員

数に対して 15％の枠が決まりました。会長・幹事、地区

委員も含めて 9 名の方になります。地区大会に行く方

の選出につきましては、理事会の中で会長権限で決め

ていいとの事でしたので、私の権限で指名させて頂き

たいと思いますのでご了承のほどお願いいたします。で

きれば新人の方を沢山連れて行きたかったのですが、

どうしても人数制限がありますので、次年度はコロナが

収まって皆さんの体調も安全であるというなかで大勢で

行ける事を願っています。また、60 周年に関しましては

「お知らせ」をガバナー事務所を含めて各 RC へ本日

発送いたします。年明けには挨拶とともにご案内状を各

クラブへお送りいたしますのでご報告申し上げます。 

 

来年 1/27 に行われるガバナー公式訪問の例会の参加

について。是非とも何より優先に日程を合わせて頂き出

席いただきたいと思っております。今日、出席されてい

ない会員にも私の方から口うるさくアナウンスしますが、

大勢の会員の出席のもと成功裏にしたいと思っておりま

すのでご協力の程よろしくお願いいたします。ガバナー

も My Rotary の登録の向上をはかっておりまして、以

前からサイトの不具合がありまだ改善されておりません

が、今できることからでも来年の 1/27 までに合わせて取

り組んで行きますので、こちらもご協力をお願いいたし

ます。皆さまのテーブルにもありますが、障害福祉課か

ら「年末こころの相談電話」についての案内が届いてお

ります。周りで心当たりの方がいれば、こういう相談があ

るんだよと周知して頂けたらと思います。北上 RC から

「石垣島の特産品を年に一度でも味わえることは嬉しい

限りで会員一同楽しみのしております。今後とも末永く

お付き合いの程よろしくお願い申し上げます」とのお礼

状が届いております。かりゆし病院からお借りしておりま

した検温器ですが、新しい検温器を購入して本日より

取り替えさせて頂きました。これまでお借りしていました

事に感謝申し上げます。 

 

委嘱状交付：松田新一郎氏 

国際ロータリー第 2580 地区 2021 学年度公益財団法

人ロータリー米山記念奨学生面接官に委嘱されました。 

本日はありがとうございます。2021 年度は既に選考試

験が開催されましして、面接官で試験してきました。2

名の枠の中で 5 名の応募がありまして、名桜大学の中

国人の方と沖縄大学のベトナム人の学生が選考され奨

学生として選ばれました。まだ発表されていませんがほ

ぼ確定ということです。引き続き私も地区委員としての

役割を果たしながら頑張りたいと思います。また、皆様

には米山奨学の寄付のほうもよろしくお願いいたします。 

 

今回、初めて会長エレクトとして 

挨拶をさせていただきます。 

2021-22 年度の石垣 RC の会長を 

させていただきます黒島です。よろしくお願いいたしま

す。私が指名されてから不安だらけで今日まできまして、

あっという間に半年が過ぎました。先日に全委員会の委

員長が決まりほっとしているところでございます。ガバナ

ーエレクトからも次年度は何をするのか、ガバナー補佐

エレクトからも何度も電話がかかってきていてあおられ

ている状況にあります。今はようやく委員会が決まったと

ころで、もう少し待って欲しいと、明日、明後日にはガバ

ナー事務所に提出しなくてはいけない書類も抱えてい

まして今、頑張っているところでございます。今回、役

員・理事について大変だったところは次々年度の会長

を決めるのに一番悩みました。一転二転しましたが、来

年の会長エレクトは大浜勇人さんにお願いいたしました。

大浜勇人さんが快く引き受けて頂いてほっとしています。

彼が会長する時は、石垣で IM 大会があり大変忙しい

時期でもあります。私が悩んだところは、彼は若いという

こともありましす、勇人さんは先輩の会員の皆様がいる

なか私で大丈夫ですか、ということでありましたが、みん

 12 月 16 日水）第 15 回（通算 2889 回）例会記録 年次総会並び次年度委員長の発表  

◆ 会 長 挨 拶：森 田 安 高 ◆ 

◆委 嘱 状 交 付 式◆ 

◆幹 事 報 告：東上里 和広◆ 

◆会長エレクト挨拶：黒島 剛◆ 



なでフォローして彼を応援していきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。それから私の側で頑張って

いただきます、次年度幹事には吉田さんにお願いいた

しました。彼とは半年まえから動いていおり、今日まで

やってきました。地区補助金プロジェクトについては、

与那国島の与那国中学校、久部良中学校に与那国の

伝統太鼓を寄贈しようかと思っています。何故、与那国

に伝統太鼓を寄贈しようと思ったかと言いますと、与那

国は中学校までしかなく、高校になると島を離れなくて

はいけない。与那国島は伝統芸能が沢山あって、島を

出てから戻った時に島の祭りに出れなくなりますので、

学校事業のなかで島のおじさんおばさん達が三味線や

歌、棒術を教えたりする事業があります。そのなかで与

那国島の伝統太鼓が学校には無く、公民館からその都

度借りて来て練習をしているとの話を各校長から聞きま

して、そうであればぜひ寄付させてくださいと、与那国

へ調整にも行き申請書も準備できました。これから頑張

っていきますのでよろしくお願いいたします。 

 

皆さんこんにちは。次年度は黒島会長と共に精一杯頑

張って参ります。どうぞよろしくお願いいたします。この

度、各理事・委員長のメンバーには快く引き受けてくだ

さり本当にありがとうございます。決定いたしました各委

員長と次年度を盛り上げていきたいと思思っております。

その為には皆様のお力が必要でございますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

こんにちは。次々年度会長候補者ということでご指名い

ただきました。ロータリーに入って 10 年経ちました。12

年目で会長を承るということで凄い心配しています。IM

大会の年でもありますし、嶋村文男ガバナー年度でも

あります。頑張っていきたいと思いますので、是非ご協

力の程よろしくお願いいたします。 

 

会場監督（SSA）出席委員会：委員長 玉城 力氏 

まだ、ロータリーに入って間もなく右も左も分からないな

かですが、皆様のご支援を頂きながら努めさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

プログラム・親睦委員会：委員長 垣精二氏 

吉田さんから会いたいとの電話をもらって何だろうと思

いましたら、プログラム・親睦委員会の委員長をとのお

願いをされました。どうやってやっていこうかと全く考え

ていませんが、皆さんのためになるような講話をして貢

献できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

公共イメージ委員会：委員長 山下 暢氏 

情報・広報委員会の委員長から公共イメージ委員会の

委員長を引き続きですが、またいろいろ頑張っていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会員増強委員会：委員長 東上里 和広氏 

入会して副委員長、委員長、幹事と休む暇を与えてく

れなくてロータリー沼にどんどん浸かっています。これ

からもよろしくお願いいたします。 

会員選考委員会：委員長 遠藤 正夫氏 

皆さんこんにちは。会員増強の東上里委員長からやる

気満々の方を推薦してもらえますようよろしくお願いい

たします。 

職業奉仕委員会：委員長 宮城 隼人氏 

面前でお話しするのもお久しぶりです。委員会の責務

を自覚してしっかり会員に貢献していきたいと思います。

次年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

社会・青少年奉仕委員会：委員長 前原博一氏（欠席） 

国際奉仕委員会：委員長 今西 敦之氏 

皆さんこんにちは。先程、吉田次年度幹事から国際大

会はアメリカのヒューストで開催されるとのお話しがござ

いました。これもご縁かと思いましたので、思い切って世

界大会の方に全力で取り組みつつ姉妹クラブでもござ

います台湾の方にもコロナ禍のなか、いろんな形で切

磋琢磨しながら国際奉仕の事業が出来たらいいかなと

考えております。また一年間よろしくお願いいたします。 

米山奨学委員会：委員長 松田 新一郎氏 

地区の方でも米山をやっておりまして当クラブでも米山

をしっかりと役割を果たします。どうぞよろしくお願いい

たします。 

ロータリー財団委員会：委員長 南波 正幸氏 

皆さんこんにちは。次年度の吉田幹事から電話があり、

地区の方では三年やらなくてはならないので、多分そう

かなと思い二つ返事で受けました。今年も、来年も財団

への寄付をお願いいたします。 

危機管理委員会：委員長 橋本 孝来氏 

ぜひ一年間、出番がなかったねと言われるような年にな

ってくれたらいいなと思います。何か情報がありましたら

◆次年度幹事挨拶：吉田 貴紀◆ 

◆次々年度会長挨拶：大浜 勇人◆ 

◆次 年 度 各 委 員 長 挨 拶◆ 



速やかに伝達するようにしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

IM 大会準備室：委員長 仁開一 夫 氏 

皆さんこんにちは。IM 大会が再来年ありますので準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室となります。私が実行委員長になるわけではなくその 

年度の会長が実行委員長を決めると思います。よろしく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆BOX￥5,000 （累計￥114,418）◆コイン￥3,850 （累計￥38,448）

合計￥152,866  

 ◆60 周年記念基金 森田安高氏 南波正幸氏 橋本孝来氏  

東上里和広氏 新垣精二氏 6,000 円 累計￥70,000  

 

✩森田安高氏：松田様、米山奨学生選考の面接官委嘱おめでとうございます！！ 

✩小林昌道氏：臘八大接心も無事終わりました。有難うございました。 

✩黒島  剛氏：橋本先生、体温計ありがとうございます。次年度頑張ります。 

✩今西敦之氏：橋本委員長 お世話になり、ありがとうございました。 

✩吉田貴紀氏：次年度理事メンバーの皆さま 委員長を受けてくださり 

有難う御座いました。また、長女が福岡大学に合格しました！ 

本日のニコニコ 

 

池城 貞光氏  9 日  （水） 前木 繁孝氏 19 日（土） 

砂川 和徳氏 21 日（月）  玉城 力氏 21 日（月）  遠藤 正夫氏 25 日（金） 

～例会風景～ 

松田新一郎氏 

2021 学年度公益財団法人 

ロータリー米山記念奨学生面接官、 

委嘱おめでとうございます 

 


