
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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：アヤカニフ   和名：ハマイヌビワ 

海岸沿いに自生する事からハマイヌビワといいます。 

すぐに枝分かれしてしまうので建材としては使えないが、木目も色合いもキレイなので、 

小物づくりには最適だそうです。 

 

 

 

2020 年（令和 2 年）12 月 9 日（水）第 14 回例会（通算 2888 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 2 日（水）例 会 報 告  

≪司会進行：吉田 貴紀≫ 

ロータリーソング：君が代  四つのテスト 

ソングリーダー ：前原 博一 

ゲ  ス  ト ：八重山ビジターズビューロー 

専務理事 金城 徹 様 

メー ク ア ッ プ：松尾 和彦 我那覇 宗善 上原 晃子 

会  員  総  数 47 名 

出 席 義 務 会 員      46 名 

出    席    数 28 名 

欠 席 数  18 名 

出 席 率  60.86％ 

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 12/9（水） 会員卓話：漢那 憲隆氏    12/16（水）年次総会 

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。 

八重山ビジターズビューローの金城専務理事とは何十年も前から

の知り合いです。まさか八重山ビジターズビューローの専務理事に

なるなんて思いもしませんでしたが、石垣に来てだいぶ苦労してい

ると聞いています。今日は、忙しい時間を割いて当クラブのゲスト

卓話を快諾して頂いたことに感謝申し上げます。例会の前に理事

会がありました。久しぶりの理事会で通常は 40 分ほどで終わる理

事会がいろいろな議論が交わされ 3 分前に終了いたしました。今

回、議題に上がったなかに例会場の入室する際のルール作りをち

ゃんとしていこうという事と、ガバナー公式訪問が延期になった日

程について、1 月中にはガバナー事務所から連絡が入ると思いま

すので、その際には皆様にご報告いたします。ガバナーがいらっし

ゃる時には万全の対策をとって迎え入れたいと思いますので、会

員の皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

本日は、今年最後の理事会が開催されました。理事会で決定され

た事も含めてご報告いたします。国際大会 2 回目の早期登録日が

12/15 日までの登録期限でしたが、コロナの影響で 2/15 までの延

期となりました。2/10 頃までに期限を設けて登録をしていきたいと

思います。登録の意志をお持ちの方は、早めにご報告頂きたいの

ですが、My Rotary の登録が必ず必要となりますので、登録をお

願いいたします。毎年、北上 RC と特産品の取り交わしを行ってお

り、今年度はまだ届いていませんが毎年リンゴが届きます。当クラ

ブからは大城会員のかみやーき小のカマボコの詰め合わせをお送

りいたしました。コロナ感染症対策の取り決めについて、理事会で

も話し合いを持ち、前年度にコロナ禍になった時に、対策をしなが

ら例会の運営をして行きましょうとありましたが、最近になって対策

のルールがまばらになっていますので、再度ガイドラインを構築し

て、ルール作りをして今後の感染症対策に務めていきたいと思い

ます。ガイドラインは危機管理委員長の橋本先生の方で作って頂く

ことになりますので Slack に掲載された時には、忠実にお守り頂き

例会に参加して頂きたいと思います。前回もお話しいたしましたが、

石垣市の初旬の交歓会のチケットを事務局で預かっております。

参加される方は事務局にお声をかけて頂き購入をお願いいたしま

す。石垣市共同募金委員会から地域歳末たすけあい運動「職員

募金」の案内が届いております。今年は「つながり ささえあう みん

なの地域ｄくり」をスローガンに募金活動をしているとの事です。事

務局で取り扱っておりますのでご協力のほどよろしくお願いします。 

 

危機管理委員会：橋本  孝来 委員長 東上里幹事からもありまし

た通り、例会場に入室する際の手順等を具体的に示して欲しいと

いうリクエストがありました。アップデートするように致しますので

Slack でご参照ください。八重山においてのコロナの PCR 検査は

今まで八重山病院等で行ってきましたが、PCR の機械がかりゆし

病院の方に移されました。来週からいろんな調整が済んで稼働す

ると思います。検査したら当日のうちに結果がすぐに出せるように

なります。今まで離島から検査しに来た方はホテルに泊まる必要が

ありましたが、その日のうちに帰れるようにというような運営を目指し

ておりますのでご報告いたします。 

 

 

 

皆さんこんにちは。今日は、我々八重山ビジターズビューローが取

り組む八重山の 8 つの魅力「島色、無限大∞」体験キャンペーンに

ついてご紹介したいと思います。まずは自己紹介ですが、1963 年

に生まれ石垣市出身です。1986 年 4 月に南西航空（株）今の JTA

に入社いたしました。2011 年には JTA 八重山営業所に勤務して

おりまして、その際にちょうど新石垣空港開港（2013/3/7）を体験さ

せて頂きました。その後 JTA 宮古支社の方へ移り宮古島では、伊

良部大橋開通（2015/1/31）を体験させて頂きました。八重山と宮

古島が大きく変わる瞬間に立ち会え、良い経験が出来たと思って

おります。その後は JTA 那覇の方に戻り、航空会社の安全推進部

という安全を司る部署にいました。昨年 7 月に八重山ビジターズビ

ューローに派遣ということで来ております。八重山勤務は二回目と

いう事になりますが、航空会社とは違って八重山全体の観光を見

るという形でいろんな経験をさせて頂いております。今日は短い時

間ですがよろしくお願い致します。 

八重山のいろんな関係者の皆さんが集まって八重山の魅力は

何だろうという意見交換をしまして、8 つの魅力というのを見出しま

した。公募により「島色、無限大∞」というキャッチフレーズとロゴが

出来上がりました。無限大のマーク「∞」と八重山の「八」の数字を

かけて、８つの魅力を「８」の形に型取りました。８つの魅力には、そ

れぞれ意味合いのあるテーマカラーを設定しています。文字ロゴ

には８つの魅力それぞれのテーマカラーを組み込み、無限大のマ

ーク「∞」とリボンの形を組み合わせた中央の水引は、「結いの心」

で、８つの魅力をぎゅっとひとつに纏め上げるデザインになってい

ます。8 つの魅力というのは、(１) 海洋…日本最南西端に浮かぶ、

美しい珊瑚礁に囲まれた島々(２) 自然・動植物…希少な動植物

が生息する大自然がある島々(３) 文化・芸能…独自に育まれた文

化や芸能が根付く島々(４) 食…太陽の恵みを受けた、島育ちの

食べ物を味わえる島々(５) 島の人たち・島々の個性…多様性を認

め合う人々が住む島々(６) 風情…鳥のさえずりと花々の薫りで四

季のうつりかわりを知ることができる島々(７) 工芸・陶芸…古くから

伝わるミンサー織、島の力強い土で表現した焼き物に出会える

島々(８) 星…南十字星をはじめ、世界に認められた、満天の星空

を見ることができる島々、この 8 つの魅力をしっかりと全国に PR し

ていこうと取り組みをしているところです。 皆さんもご存じだと思い

ますが、「海洋」というのは海の素晴らしさでこれからの時季ですと

与那国島ではハンマーヘッドシャークが群れを成す時季になって

おります。ダイバーにとっては憧れの場所でありまして海外に行け

なくなったダイバーがかなり与那国の方に来ています。八重山の

「自然・動植物」というと西表島の大自然です。今年は新型コロナウ 

 12 月 2 日水）第 13 回（通算 2887 回）例会記録 ゲスト卓話：金城 徹 様  

◆ 会 長 挨 拶：森 田 安 高 ◆ 

◆テーマ◆ 

八重山の 8 つの魅力「島色、無限大∞」 

◆ゲスト卓話：金城 徹 様◆ 
（八重山ビジターズビューロー専務理事） 

◆会員・委員会からの報告◆ 

◆幹 事 報 告：東上里 和広◆ 



イルスの影響で世界自然遺産登録の委員会が開かれなかった

のですが、来年の 6 月に委員会が開催されるということで、来年に

は世界自然遺産登録が出来るのではないかと期待しているところ

です。他にはホタルがあり西表島では 2 月中旬から 4 月中旬ごろ、

石垣島では 3 月後半から 5 月ごろをピークにバンナ公園で見るこ

とができて、自然のイルミネーションが人気の観光資源となってま

す。「文化・芸能」、竹富島の最大の行事の種取祭であったり豊年

祭であったりと八重山は文化・芸能の島とも呼ばれていてお祭りも

盛んなところであります。「食」では、一番人気は石垣牛だと思いま

すが、それ以外にも美味しいパイン、マンゴー、これからの季節で

は車エビが旬な季節を迎えますのでこういったところも取り上げて

いけたらと考えております。与那国島ではクシティ（パクチー）の文

化が相当根付いておりまして、12 月の第 2 日曜日はクシティの日

と定めるほどパクチー文化が盛んなところであります。ちょうどこれ

から旬を迎える季節です。「島の人たち・島々の個性」、八重山に

は日本最西端の与那国島、そして有人島では日本最南端の波照

間島、日本の東西南北のうち西と南があるというところでは観光資

源としても有効なところではないかと思っております。「風情」、カン

ムリ鷲やオオゴマダラ、アカショウビンなどの風情を感じさせる動植

物も沢山います。「工芸・陶芸」、古くから伝わるミンサー織、アンガ

マー、焼き物。この週末にはやきもの祭りが開催されますが、コロナ

対策で今回は会場を移して外の真栄里公園で開催されます。こう

いった工芸、陶芸もしっかり PR したいと考えております。最後に

「星」ですが、八重山では星が綺麗に見えるということで八重山の

星は今後の一番 PR 出来るものになってくるのではないかと考えて

おります。2018 年 3 月に西表石垣国立公園が星空保護区のカテ

ゴリーの一つダークスカイ・パークに認定されております。竹富町、

石垣市の方で光害(ひかりがい)対策に取り組みながら八重山の星

を今後しっかり PR して行きたい考えております。八重山の星がな

ぜ綺麗かまた有名かと言いますと、21 個ある１等星全てを観ること

ができるというのが特徴で、年間を通してみると８８ある星座のうち８

４の星座を確認できるというところでも有名になっています。あと環

境的には八重山の上空はジェット気流の影響が少なく大気が安定

してゆらぎが少ないため、星がはっきり観えるということです。これか

らの季節、12 月～6 月にかけて南十字星を観ることができます。南

十字星の 4 個の星全てを見れるのは日本では八重山だけです。 

八重山の入域観光客数は、2019 年 1 月～12 月の間に 148 万人

の観光客をお迎えして過去最高を記録しています。観光消費額も

981．9 億円とこちらも過去最高の記録でしたが、年末から 1 月の

年明けにかけて全世界に新型コロナウイルス感染症の影響が出始

めました。八重山においてもコロナ関連でだんだんお客様が減り

始め、3 月からはクルーズ船も止まってますので、外国のお客様は

ゼロというのが続いています。間もなく 10 月の数字も発表されると

思いますが、10 月からは GO TO キャンペーンの東京が解除にな

ったという影響もあり少しづつ持ち直しているというところです。（参

考：10 月入域観光客数 72,224 人、前年同月比 54.1％）現在、

県および関係者の方ともいろいろ意見交換し、しっかり感染症対策

をしながら観光の受け入れを継続していこうという取組をしている状

況です。これから紹介するキャンペーンもしっかり感染症対策をし

ながら観光客受け入れに取り組んでいこうという内容になっており

ます。感染症により落ち込んだ八重山観光の復活に向けて今後、

八重山のファン、これまで八重山を愛して頂いた観光客の皆様、も

ちろん地元に住んでいる皆さんにも観光についての理解を深めな

がら、八重山ファンに対してはリピーターを増やして、しっかり捕ま

えていこうという取組を考えております。「住んでよし、訪れてよし」

の持続可能なというのが一番のキーポイントになりますが、観光地

域づくりをしっかり実現していきたい、こういった中では With コロ

ナ・after コロナ期における観光において、人の価値観が変わって

きていますので、そこに対応しきれないと我々も残っていけないと

思っています。新しい生活様式に沿った、安心・安全・衛生につい

て八重山全体で取り組みながら、地元の皆さんにも観光客受入れ

について同じように理解をしていただいた上で観光客を受け入れ

るようにしていきたいと思っております。コロナウイルスで観光客が

減るだけでいろんな影響を受けた事業者は観光事業者以外にも

沢山いらっしゃる思います。そういう意味では観光事業の経済効果

の裾野の広さが分かったんじゃないかと思います。地元の皆さんに

も観光事業の裾野の広さを理解して貰いながら経済の復活にも取

り組んで行ければと考えています。「八重山観光復活に向けて」八

重山の 8 つの魅力「島色、無限大∞」を実際に体験して頂こうとい

う取り組みです。石垣に住んでいる皆さんの中には、なかなか離島

に行った事がないという方もいらっしゃると思います。逆に離島の

皆さんは必ず石垣には来ていると思います。こういう時期だからこ

そ地域住民の皆さんにもマイクロツーリズムという発想をもって、島

に渡って頂いて八重山の良さ、魅力を感じて頂ければと思っており

ます。 今までは右肩上がりで入域観光客数が伸びていたので、

八重山観光の課題というものに対して取り組めなかったと思ますが、

これから観光を復活させながら「量より質への転換」や「商品・サー

ビスの高付加価値化」といった課題解消にも繋げていきたいと考え

ています。我々がいま取り組もうとしているのは、観光の復活と八重

山ファンの獲得、地域住民を巻き込んだ地域データベースを構築

しながらしっかり地元と観光客とが繋がりながら八重山観光につい

て取り組めればと考えています。八重山の 8 つの魅力、それぞれ

のいろんな体験ものに紐付けながら八重山に来て頂いて、滞在中

にいろんな体験をして頂く、それによって消費拡大や滞在日数を

増やして、観光消費額の増にも繋げていきたい、八重山のファンに

もなって頂きたいというような取り組みをしていきたいというのが体

験キャンペーンの大きな目的でございます。来年の 1/1～1/31 の 1

ヶ月間、体験キャンペーンを実施しようということで取り組んでいると

ころです。キャンペーン参加するには、我々が作製する八重山ア

プリを観光客、地元のお客様の携帯にインストールして頂いて、キ

ャンペーンに参加して体験をされた方の中から抽選で豪華景品を

プレゼントというような形でキャンペーンを盛り上げていけたらと考

えています。12 月の中旬ぐらいにアプリの登録開始を予定してい

ます。準備でき次第、広報活動していきたいと考えています。キャ

ンペーン期間が 1 月なので、1 月に体験できる「トキ消費」この時期

にしか体験できないような事を PR して観光の皆さんにいろんな体

験、八重山観光をして頂ければと思います。アプリにはインバウン

ド対応の翻訳機能もついていますので外国のお客様との会話もこ 



のアプリを入れることによって対応出来るアプリになっています。

参加いただく店舗、事業者の情報をしっかりデータベース化しなが

ら、その情報を基に戦略を立てて誘客を図るというような取り組みを

していきたいと考えています。他にアプリには八重山の観光情報が

150 カ所ぐらい入る予定です。八重山地域データベースの構築で

すが、ポイントシステムを取り入れながら、多言語翻訳システム、参

加して頂いた会員の情報を基にいろんな情報発信もできるというよ

うな取り組みです。店舗の皆様によっては、キャッシュレス化でマル

チ QR 決済の導入も可能となっており、感染症対策の一つにもな

っております。スマホアプリを加盟店に持って行くと 100 円で 1 ポ

イント付与されますので、お店を回って体験をしてポイントを集める、

貯まったポイントはまた別のお店で使うことも出来ますし、観光客や

地元のお客様にも参加して頂いて消費をしていただくという取り組

みをしたいと考えています。このアプリに参加して頂くことで、地域

の顧客をリスト化して情報を発信していくというような取組になって

おります。マップ機能やお店の施設一覧もアプリの中で確認できる

内容になっています。顧客データベースで活用することで実現す 

る販売促進のサイクル、販促効果をアップしていこうと、それによっ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てお客様の動向も確認しながら攻めの経営に繋げていこうというの

が我々のデータベース構築の取り組みになっております。このデ

ータベース構築は宮城県の気仙沼市が積極的に取り組んでいて、

津波の被害で大変になった気仙沼市ですが、これを取り入れるこ

とによってかなり地域の活性化が出来ています。このコロナ禍のな

かでデータベースを活用しながら落ち込んだ数字をすぐに回復す

る手段を取って、逆に前年比を上回るような実績を残していること

がマスコミに取り上げられています。八重山においても分析をし、

データを活用して八重山の経済活性化に取り組んでいければと考

えています。それぞれ参加して頂いた事業者、お店の方でも自分

のお店達を利用して頂いたお客様のデータが即座にパソコンで確

認できるようなシステムなっています。こういったデータを活用しな

がらお客様に情報発信をするといった取り組みをしながら自社店

舗の売り上げを積極的に伸ばしていただき、我々としてはそれが

八重山全体の経済活性化に繋げていきたいと考えております。参

加する事業者の皆さんと一緒になって勉強会も開催しながらこうい

った取り組みをやっていきたいと考えています。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

～例会風景～ 

バナーのプレゼント！  
金城 徹様 卓話ありがとうございました。 

◆BOX￥9,478 （累計￥103,418）◆コイン￥3530 （累計￥29,851）合計￥133,269  
 ◆60 周年記念基金 南波正幸氏 今西敦之氏 2,000 円 累計￥48,000  

✩森田安高氏：金城専務理事様 今日のゲスト卓話ありがとうございました。✩米盛博和氏：本日、会社創立 45 年記念日となりました 
✩前木繁孝氏：金城様ありがとうございました。久々の例会、皆様とお会いできてうれしいです。 
✩橋本孝来氏：金城様 卓話ありがとうございました。取り組みがよく分かりました。 
✩黒島 剛氏：金城専務理事、八重山観光の卓話ありがとうございました。 ✩今西敦之氏：例会欠席お詫び  
✩吉田貴紀氏：金城専務理事様、ゲスト卓話ありがとうございました。✩プログラム委員会メンバー：プログラム委員会の懇親会のお釣り 

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） 

体験キャンペーン期間 

2021 年 1 月 1 日～1 月 31 日 




