
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー 

第２５８０地区 

2020 年（令和 2 年）1 月 22 日（水）第 25 回例会（通算 2865回） 

今週の御嶽の紹介  山崎御嶽（ハマシキオン）宮良  

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：橋本 孝来  副会長：森田 安高 

幹 事：大田 次男  副幹事：東上里 和広 

2019-20年度 ◆クラブテーマ◆ 

【 原 点 回 帰 】 

地区ガバナー：新本 博司氏 奉仕の実践/平和で明るい未来 
国際ロータリーのテーマ 

今月のロータリーレート 1＄＝110 円 

≪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 

メー ク ア ッ プ  ：我那覇 宗善 漢那 憲隆 

 

 1 月 8日（水）例 会 報 告  

会  員  総  数  45名 

出 席 義 務 会 員        44名 

出    席    数 29名 

欠 席 数   15名 

出 席 率   65.90％ 

通算出席率（12月） 63.64％ 

 

2019-20 年度 

RI 会長：マーク・ダニエル・マローニー 

「山崎御嶽」 

宮良川下流のムニンヤーの浜（石垣島リゾートの東側）にある御嶽で、南の海からの慈雨を請う水元

の御嶽です。元は山崎山林の中央に建立されていましたが、敷地が狭く、また周囲が岩石のために出

入りが不自由だったため、集落に近い浜瓦に移転したとされています。 

明和の大津波で壊滅しましたが、村の再建に伴い、御嶽も生存者によって復元されたそうです。その際

には津波前に植えられていたヤラブ（テリハボク）を目印にし神域の位置を確認したそうです。 

水元の御嶽であるため、２０１４年１１月の干ばつ（９日間断水）時には、ここで２～３０年ぶりという雨乞い

（アミングイ）祈願が宮良公民館主催で行われました。 

「山崎御嶽」拝殿 

★1月のプログラム 1/29（水）会員卓話：南波正幸氏    ★2月のプログラム 2/5（水）会員卓話：前原博一氏  

 （水）  



 

 

 

 

 

 

 

本年もよろしくお願いします。皆さんお正月を無事に迎えられたこ

とと思います。個人的な話ですが、12/31、1/1、1/2 と休みを取り

まして、12/31 に大阪で生まれて初めてカウントダウンコンサート

を見に行って大変素晴らしかったです。大阪に行ったのでせっか

くですから吉本新喜劇を見て大いに笑いました。家内の方はクラ

シックコンサート方へ行ってお互いそれぞれフィフティフィフティ

で新年を迎えました。それから親を見舞って、長崎に行って年末

年始を過ごしました。今年は暖かくて、急に気温が下がると体調

を崩される方が多いのですが、幸い今年は少なかったように思い

ます。今年度「原点回帰」というテーマを掲げさせて頂きまして、

半期無事に皆様のお陰で終わったわけですけれども、原点はと

にもかくにも親睦の部分がとても大事で、そういう意味では我々の

クラブは親交が深くて仲がいいクラブではないかなと思います。

来週、家族例会がございます。最近は家族例会が少し少ないよう

な感じがしておりますので、ぜひご家族ご一緒に参加していただ

きたいと希望しておりますので、よろしくお願いいたします。また、

親睦と同時に職業奉仕を限定とする奉仕という意味では、昨年来

いろんな災害もありましたし、いろんな社会奉仕活動も沢山やっ

てきたように思います。これからは地区大会もありますし、宮古と

の交換交流も予定されると思います。6 月には国際大会もあり、

何しろ日本のガバナーは、地元のガバナーのガバナーナイトもご

ざいますので、ぜひ皆さんで盛り上がって、いろいろ計画も立て

て頂いているようですので、計画を共有して成果というか喜びを

分かち合うというような後半になったらいいなというふうに考えてお

ります。プライベートの話に戻りますが、昨年の 11 月に 3 万年前

の航海徹底再現プロジェクト報告会というのをやらせて頂いて、あ

れに非常に触発されて人類はどこから来たのかとか、ネアンデル

タール人とかホモサピエンスとか、異様に私の中で盛り上がりをみ

せまして、正月 3 日間でイスラエル人のハラリさんという方が書い

た本で、サピエンス全史というのがありまして、「ホモ・デウス」とい

う本が非常に面白くて、人は世界を征服したように思っているけ

れども、実は米につかえているんだよとか、視点の違う、視点を変

えるという、そういうふうな見方も出来るんだなと面白くてずっと読

んでいました。どっちかというと男性の方が歴史を好きな方が多い

と思いますが、興味がある方はぜひお読みになってみてください。

簡単ですが私からの挨拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

本日は、第 7 回理事会がありました。議題として、首里城火災支

援金のお願いが昨年 12 月にガバナーの方から依頼があった件

につきまして、審議した結果、当クラブから 5 万円の支援金を支

出するということで決定いたしました。つきましては、下期の会費

請求時に一人当たり千円を上乗せして請求させていただきます。

会員は 44 名で 4 万 4 千円に会費から 6 千円を拠出して当クラ

ブから 5万円の寄付といたします。「沖縄子どもの未来県民会議」 

 

への募金等の御協力については、沖縄分区のガバナー補佐宛 

にきており当クラブにも回ってきましたが、各テーブルに回覧し各 

自で寄付金を募り各々の判断で寄付して頂くこととなりました。1

月と 2 月のプログラム、1/15 は新年会を兼ねた夜間例会、1/22

は上原晃子さんの会員卓話。2 月の最初の週は理事会、2/12 は

地区大会が 2/13にありますので休会です。2/22は小林さんの方

から則竹秀南老師を招いてのゲスト卓話。2 月の最終週には、プ

ログラムと職業奉仕の方で移動例会を検討しております。他には

11 月末に行いました 3 万年前の航海徹底再現プロジェクト報告

会の収支報告がありました。来る 2/13 の地区大会は沖縄コンベ

ンションセンターでありますが、東京上野ＲＣの皆さんも参加しま

すので、ぜひ石垣クラブの皆さんと親睦を図りたいとのご連絡が

ありました。2/13 地区大会懇親会が終わったあとの時間に、那覇

市内の方で親睦会をこちらの方で設定いたしますので、ぜひご

参加ください。 

 

 

会場監督（SAA）・出席委員会：松尾 和彦 委員長 

皆さん明けましておめでとうございます。今、改めて今年の計画を

読み直してみると、出来てない部分と意外と出来ているなと思う部

分がありますが、読み上げてみたいと思います。1、楽しく和やか

な例会の雰囲気を作ることを目指し、ゲスト及びビジター様の参

加満足度を上げるよう努める。抽象的なことを書いてしまいました

が、実際のところどうなんでしょうか？どれくらいいけていますでし

ょうか？（会場から拍手）ありがとうございます！2、司会は可能な

限りローテーションで行い、品格を保ちつつも個性的であることを

目指す。これもまた抽象的で難しいのですが、今日も吉田さんに

やってもらっているので、今後メンバーで回していきたいと思って

います。3、開会・閉会時間を厳守し、スムーズな例会進行を心が

ける。今のところこれは結構出来ているかなと思っています。13：

30 きっかりに、それ以上伸びないように努力をしているところです。

4、出席率向上を目指し、メークアップの案内も適切に行うことも

今後も引き続き行っていきたいと思っております。これが今後、下

期の計画ということになります。 

プログラム・親睦委員会：黒島 剛 副委員長 

新年明けましておめでとうございます。プログラム 

委員会は、上期無事に素晴しいプログラムで終えたんじゃないか

なと思っております。まだ 6 ヶ月間ありますので、いろんな計画を

立てながら皆さんが楽しめられるようなプログラムを作っていきた

いと思いますので、皆さんの御協力も宜しくお願いします。来週

のプログラムは夜間例会となっておりまして、場所等は大田幹事

の方と相談しながら盛大な新年会をしたいと思いますので、皆さ

んのご協力をお願いします。今年一年よろしくお願いいたします。 

情報・広報委員会：宮良 薫 副委員長 

皆さん明けましておめでとうございます。今年も 

宜しくお願いいたします。情報・広報の週報では 

御嶽を取り上げていまして、御嶽に皆さんが興味を持っていると

いう中での話があってそれを取り上げています。最後まで載せら

れることをお願いします。週報も綺麗に作っていただいて、写真も

いっぱい載せて頂いていますので凄く助かっています。下半期も

頑張っていきますので、皆様のご指導ご鞭撻を 

お願いいたします。 

会員増強委員会：新城 永一郞 委員長 

 1月 8 日水）第 23回（通算 2863）例会記録 「年始の挨拶」  

◇◆◇幹事報告：大田 次男◇◆◇ 

◇年始の挨拶◇ 

◇◆◇会長挨拶：橋本 孝来◇◆◇ 



明けましておめでとうございます。年間通して 45 名を目指してい

ます。私が紹介した新垣君が真面目に来ていますので安心して

いますが、あと一人の 45名までと目標を立てています。新本ガバ

ナーは 50 名と言っていましたが、それはちょっと無理かなと思っ

ていますので、皆様からの紹介もあればいいかなと思っておりま

す。宜しくお願いいたします。 

会員選考・職業分類：前木 繁孝 委員長 

会長挨拶をいつも楽しみに聞いています。 

個人的なこともお話ししてくれますし、それがとてもユニークでい

つも楽しみにしています。私も少し個人的な話をさせてください。

先月の暮れ 30 日に友人男 3 人で忘年会をして依頼、あれから

お酒が飲めずにいます。元旦から救急に行きましたて、ずっと咳

が止まらないんです。熱も出ないので風邪ではないんです。アル

コールを一滴も飲まずに約 10 日間ですが、多分人生の中で初

めてじゃないかという状況の日にちを重ねています。お酒を飲ま

ずに皆さんとお付き合い出来る人間になりたいと思います。それ

から個人的な話をもう一つ。今日はネクタイを締めてきました。27

歳になる息子が一時帰省して正月をして何もせずに帰っていきま

したが、生まれて初めて息子からプレゼントを貰いました。開けて

みるとネクタイで、趣味はあまりですが、とっても嬉しくて、今日は

そのネクタイをして正装をしてきました。会員選考・職業分類をさ

せていただいていますが、新城永一郞増強委員長からもお話が

あったように、あと一名ということなので、私も会員増強と一緒にな

りながら、今まで石垣クラブにない職業分類を洗い出して、二人

で話ししながらあるいは委員で集まりながら、無い分類の方々、

石垣にはどんな方がいらっしゃるのかピックアップして、アタックす

るのもいいんじゃないかなと思っていますので、相談しながらきっ

とロータリーのためにいいなと思う人材をピックアップしていきたい

と思います。今年も残り後半、会長・幹事宜しくお願いいたします。 

職業奉仕委員会：今西 敦之 委員長 

皆さん明けましておめでとうございます。本年も 

どうぞよろしくお願い申し上げます。昨年は、職業 

奉仕委員会といたしましては、まず消費税導入の前に職業奉仕

委員の前原会員に消費税増税についての会員卓話をお願いし

てさせて頂きました。その後、11 月に橋本会長のかりゆし病院の

スタッフを中心とする救急救命蘇生法の講習会を開催させて頂き、

非常に皆さん一生懸命取り組んでおられ、効果のあった救急救

命の講習会であったと思っております。そして先月（12/11）漢那

会員のところに請福酒造に 20 名以上の会員が参加して頂きまし

て、泡盛の出来る工程等を見させて頂きました。普段なかなか見

られないお酒の作り方ということで大変興味深く拝見させて頂きま

した。昨年はこのような活動ですが、下半期につきましては、移動

例会として計画をしているところが二つあります。一つは JTAまた

は ANA の航空機内のコックピットの見学ということと、もう一つは

松田会員に関するクルーズ船の見学ということで、3月当たりに開

催できればいいなと考えております。詳細については理事会を通

して皆さんにお伝えできればというふうに思っております。そして

今月は、職業奉仕委員の上原晃子委員に、1 月は職業月間でご

ざいますので、30 分間職業奉仕について大いに語っていただけ

たらと思っております。職業奉仕という奉仕部門については、RI

と日本の伝統的な職業奉仕の考え方にさまざまな違いがあるよう

に思いますが、職業奉仕という自分自身の職業を通して、広く社

会に貢献するというのが、日本のロータリーの職業奉仕の根幹で

あると考えておりますので、どうぞ今後とも職業奉仕委員会頑張

っていきますので、宜しくお願いいたします。 

社会・青少年委員会：仁開 一夫 委員長 

皆さん明けましておめでとうございます。私は、クラブの 

中の委員長もやっていますが、世界大会ハワイの地区委員もや

っていまして、12/23 に委員会があって出席してきました。簡単に

報告いたしますと、ガバナーナイト 260 名の枠の中でおそらく

290 名ぐらいの予約がきて、30 名ぐらいがウエイティングルーム

で待っている状況です。世界大会の登録がまだの方は早めに登

録をお願いいたします。また、30 名ぐらい待っている状況なので、

地区の委員は別室で食事をすることになるかもしれないということ

になっています。クラブの中では、社会・青少年という事で初めて

なので、あまり分からないですけれども、ロータリーの目的は社会

を良くしようという形で集まった団体だと私は認識しています。目

的があってその為には仲良くしていこうという親睦があります。社

会と青少年は、職業奉仕にも関連してくると思います。私は初め

てなった委員長ですので、今西さんが地区の幹事も大阪の方で

やっていたという事で、私より詳しいと思いますから、今西さんに

ある程度任して、ハワイの方に特化していこうかと思っております。 

国際奉仕委員会：森田 安高 副委員長 

あけましておめでとうございます。本年もどうぞ 

よろしくお願いします。委員長の新さんが欠席に 

なっておりますので私の方から一言。仁開さんのお話の続きです

が、私達も国際大会と日台会議の参加ということが国際奉仕員会

の方にはあります。あと、台湾姉妹・友好クラブとの交流、バギオ

基金の支援についての情報収集、国連とのパートナーシップとか

諸々あります。国際大会は今回ハワイの方ということで、当クラブ

からは、15名ぐらいの参加予定になっています。本大会が終わっ

てのガバナーナイトは 19 名の登録をしています。できれば多い

方がいいので、これからでも募集は大丈夫です。多少、登録費用

がかさみますが、それを考慮してでも行きたいという方がいました

ら、私の方に早めに申し出て欲しいと思います。皆さんと大会に

行けることを願っています。今年一年宜しくお願いいたします。 

米山委員会：大浜 勇人 委員長 

皆さん明けましておめでとうございます。米山委員 

会としましては、どうしても地区の話がメインになって 

しまいますが、地区大会 2/11 にロータリーデーということで、パレ

ット久茂地前でパネル展示をする事になっています。ぜひ 2/11

から皆さん入って頂いて、見に来ていただけましたら幸いでござ

います。米山は特殊なところで、地区の方は 2 月で期間が終了し、

私の任務は終わりとなります。実質、席は残りますが、事実上は終

わります。次年度からは、松田さんに引き継いでいけたらと思って

おります。個人的には自分のビジネスをしっかりテコ入れしていけ

たらいいなと考えております。今年もよろしくお願いします。 

ロータリー財団委員会：南波 正幸 委員長 

皆さん明けましておめでとうございます。 

財団といたしまして、昨年は一人 230＄の寄付を 

5 名達成いたしました。今年はあと残っている方、一応全員という

目標を掲げていますので、あと 130＄の寄付をお願いいたします。

私は地区の委員もしていますので、残り 2 年間地区の財団委員

をします。財団の寄付は今年だけではなく、これからもずっと続き

ます。それによってグローバル補助金や地区補助金を頂いてい

ろんな事業をしています。次年度の地区補助金は却下されました

が、翌年頂く為には、皆さんに寄付して頂いて、有効に使う財団

なので、皆さんの寄付が大事ですからよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～例会風景～ 

✩橋本 孝来氏：今年度、折り返し地点にきました。皆様 One Teamでよろしくお願い致します。 

☆大田 次男氏：会員の皆さ 新年おめでとうございます。今年もよろしくお願い致します、 

✩森田 安高氏：謹賀新年 本年もよろしくお願いします。 

✩宮良 榮子氏：新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

✩上原 晃子氏：新年あけましておめでとうございます。皆様にとってすばらしい年になりますように。 

✩大濵 達也氏：明けましておめでとう御座います。 

✩南波 正幸氏：あけましておめでとうございます。今年も財団への寄付よろしくお願いします。 

✩前木 繁孝氏：橋本会長・大田幹事、残り半年ですね。よろしくお願い致します！！ 

☆大浜 勇人氏：あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。 

✩前原 博一氏：今年もよろしくお願いします。 

✩東上里 和広氏：明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。 

✩今西 敦之氏：新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。また、先般開催いたしました 

           請福酒造職場訪問、多数の会員の皆様、出席ありがとうございます。 

✩吉田 貴紀氏：明けましておめでとうございます。昨年、青年会議所を卒業しました。今年もよろしくお願いします。 

✩金城 智子氏：あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

✩新垣 精二氏：ロータリークラブに入って初めての誕生日を迎えることができました。どうぞ宜しくお願いします。 

 ◆BOX￥15,000 （累計￥180,700） ◆コイン￥1,663 （累計￥47,166）   合計 ￥227,866   

 

本日のニコニコ 

小林 昌道氏 4日（土） 新垣 精二氏 6日（月） 宮城 早人氏 21日（火） 

～家族例会（新年会）風景～ 

2020 年 1月 15日（水）第 24回例会（通算 2864 回） 

橋本会長の挨拶、宮良榮子氏の乾杯の音頭で新年会スタート！ 

於：シティジャック 19：00 

各自、今年一年の抱負を述べ、語らい、歌って、踊って、楽しい時間を過ごしました。 


