
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ◆クラブテーマ◆ 

「八重山の未来へ奉仕しよう」 

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） 

会長：黒島 剛  副会長：大浜 勇人  幹事：吉田 貴紀  副幹事：松田 新一郎 

公共イメージ委員長：山下 暢 ＳＡＡ・出席委員長：玉城 力 

国際ロータリー第２５８０地区 

2021 年（令和 3 年） 10 月  13 日（水） 第 6 回例会（通算 2911 回） 

10 月のプログラム   10/13（水） 会員卓話：橋本 孝来 氏  

例会日 水曜日 12：30～13：30            例会場 アートホテル石垣島（0980）83－3311            

事務局 〒907-0013 石垣市浜崎町 1-1-4      TEL/FAX（0980）83－2917 
URL http://ishigaki-rotary.jimdo.com       E-mail ishirotary@ninus.ocn.ne.jp 
 

今月のロータリーレート 1$￥112 

 

地区ガバナー：若林 英博氏  

「世界で、日本で、地域で良いことをしよう」 

奉仕しよう みんなの人生を豊にするために 

SERVE TO 

CHANGE LIVES 

2021-22 年度 RI テーマ 

RI 会長：シェカール・メータ 

✩大きな目標と 5 項目✩ 
1.新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう 
2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう 

3.元気なクラブになろう 

4.会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう 

5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう 

 
 

【 サニン（月桃） 】 

身近な野原や庭先に自生する月桃は古くから生活に密着した素材でした。八丈島や小笠原諸島でも 
束荷（ソウカ）と呼ばれ、茎を裂いて荷を束ねる紐に使われ、長く丈夫な繊維を有効に利用してきました。 
八重山では、皮を剥ぎ天日で乾燥させたものを編込みカゴに仕立てます。簡単に手に入り、柔軟な素材 
を活かした先人からの知恵と工夫、自然素材の風合いが見直され、現代風のバッグや生活雑貨としても 
人気を集めています。［資料協力：大里売店］ 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
急事態もあけまして、 
美崎町の灯りもつくようになり、少しずつお酒が飲めるよう

になって嬉しいなと思っております。ルールを守りながら慎

重に楽しいお酒を飲めるようにしたいと思っております。 
私が会長になってまだ委員長の集まりにも一回もなくて、

60 周年のブガリもやりたいと思っていましたが、ここまで引

っ張ってしまってなかなか出来ない状態でありましたが、い

つまた第 6 波が来るか分かりませんので、10 月内に出来

るのであればぜひ進めて欲しいと思います。去った 9/26
に水辺の美化プロジェクトとして海岸の清掃をして来ました。

会員とファミリーそして名誉会員の石垣市長も一緒に 40
名ほどの人数が集まりました。台風 14 号の後で沢山のゴ

ミがあり、ゴミのなかにはペットボトルや発砲スチロール、漁

業用の浮輪など袋にも入らないような大きなゴミがあり、沢

山のゴミを拾いました。量は 190 ㌔です。この美化プロジ

ェクトは世界中のロータリーが、地球上のゴミをみんなで拾

いましょうということで、沖縄地区、日本全体、世界中でど

れだけのゴミが集まったかの重さを出すそうです。我々も

世界中のロータリアンが、地球を綺麗にしようという環境保

全プロジェクトの一環でもありました。石垣 RC は、第 1 号

に水辺の美化プロジェクトとして海岸の清掃を行ったとして

ガバナー月信にも写真付きで掲載されています。若林ガ

バナーは、いろんな事をしたい、そして一人でも多くの会

員を入れてほしいということで、ロータリーに興味のある方

を例会の時に集めて、我々ロータリーはこんな事をしてい

ますよ、こんな活動をしていますよと説明をし、卓話を聞い

て頂き、一人でも多くの会員を今年は増やしてほしいとい

うことでオープン例会というのを企画しています。日程や講

師がまだ決まっていませんので、具体的に決まれば、この

会場でロータリーの会員希望者を集めてやっていきたいと

思いますので宜しくお願い致します。2 ヶ月間例会を休ま

せて頂いて今日、この場で皆さんの顔が見れて嬉しく思い

ます。大浜副会長に米山の卓話をして頂きますが、皆さん

のご協力も宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

 

1/4 にコザ RC 創立 60 周年記念式典・祝賀会がございま

す。その前日 11/3 にはゴルフのクラブ対抗があります。ご

参考出来る方は、ぜひコザ RC の周年事業にご参加して

頂ければと思います。3 件のお礼状が届いております。 
八重山地区防犯協会より、ポスターの広告のお礼状、沖

縄県飲食業生活衛生同業組合からマスクケースを寄贈し

たお礼状、竹富小中学校からは図書券寄贈のお礼状とな

っております。八重山厚生保護女性会から映画のチャリテ

ィー上映会が 10/30 に石垣市民会館の大ホールで映画

「望み」を上映するという事でチケットの販売のご案内で

す。チケットは事務局でお預かりしていますので、ご興味

のある方がいらっしゃったらよろしくお願い致します。

Slack の方にもご案内させて頂きましたが、ロータリーの歴

史年表を 2018-19 年の松坂ガバナーが執筆されていま

す。1 冊 220 円で、ロータリーの歴史と世界の動き、そして

日本の動きが時系列に記載されていて大変分かりやすい

です。ご興味のある方は事務局からご購入ください。先ほ

ど理事会で承認されましたが、緊急事態宣言も解除されて

感染者数も減っていますので、10 月のどこかのタイミング

で 60 周年のブガリをさせて頂きたいと思っております。 
日程の調整がありますので、プログラム委員長を初めとし

て決めて、楽しめるような会にしていきたいと思います。 

 

橋本孝来危機管理委員長：危機管理委員会から先ほどの

理事会を受けましてご報告があります。緊急事態宣言期

間中、メーキャップはお断りしていましたけれども、あくまで

もマスク会食というスタイルで健康管理のチェックをさせて

頂くという状態で、メーキャップを受入れましょう、という事

が理事会で決まりましたのでご報告致します。 
 
 

こんにちは。本日は松田地区委員が出張ということで私が

卓話をする事になりましたので宜しくお願い致します。毎

年 10 月は米山月間という事で「米山奨学金制度」につい

て、長く会員でいらっしゃる先輩方は、もう知っているよと

いう方々もいらっしゃると思いますが、最近入られた方々は

米山の事を知らない方もいると思いますので、勉強がてら

  例会記録 10 月 6 日（水）第 5 回（通算 2910 回）会員卓話：大浜 勇人 氏   

 

 
✩会員総数：45 名 出席義務会員数：44 名 

✩出席人数：22 名 欠席人数：22 名 出席率：50％ 

≪司会進行：玉城 力≫ 

✩ロータリーソング   ：君が代  四つのテスト 

✩ソ ン グ リ ー ダ ー：新垣精 二  

✩メ ー ク ア ッ プ：松尾 和彦 大濵 達也 

会 長 挨 拶： 黒 島 剛 

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆ 

◆ 会員・委員会からの報告 ◆ 

◆ 会員卓話：大浜 勇人 氏 ◆ 
テーマ：「今月は米山月間です」 



お話していきたいと思います。15 分ほどビデオ上映を致し

ます。  ビデオ上映内容【2016 年 5 月国際ロータリーの

年次大会が韓国ソウルで開催されました。世界各地に広

がるロータリークラブの連合体である国際ロータリー。200
以上の国と地域に 35,000 ものクラブがありロータリアンと

呼ばれる会員は 123 万人以上、世界有数の奉仕団体で

す。このソウル国際大会に向けてロータリー米山記念奨学

会の元奨学生、米山学友たちによる合同懇親会をソウル

で開かれました。日本のロータリアンと世界の学友たちが

一堂に会します。米山奨学金を受けて巣立った学友たち

が初めて世界中から集まり交流の場を設けた祈念すべき

日となりました。「世界へ届け米山の架け橋」2017年7月、

ロータリー米山記念奨学会は、財団設立 50 周年を迎えま

した。事業の創設以来、一貫して日本で学ぶ外国人留学

生の支援を行っています。その目的は「日本と世界の架け

橋となる人財を育てる」こと。日本の米山事業は、日本のロ

ータリーの父、そして奉仕の人と呼ばれた米山梅吉氏の

死後、その遺徳を祈念して始まりました。1868年明治直前

に誕生した梅吉は、幼少時代、静岡県の三島で過ごしまし

た。しかし、高いレベルの勉強がしたいと、中学卒業を待

たずに上京、更に 19 歳でアメリカに渡り留学を果たします。

8 年間の留学を経て帰国後、29 歳で三井銀行へ入行。欧

米各国の銀行視察などで成果を上げた梅吉は、56 歳で

三井信託(株)を設立するなど、事業家として成功しました。

若くから海外の文化に触れた梅吉は、その生活のなかか

ら奉仕の精神を学びました。日本初のロータリークラブ、東

京 RC を設立したのは 1920 年 52 歳の頃。66 歳で三井

信託(株)の社長を退き、三井報恩会の理事長に就任する

と、社会事業、医療事業への奉仕活動は更に広がります。

自ら現地に足を運び行ったハンセン病・結核などの療養

所の建設や研究助成、資材を投じて小学校を設立し、未

来を担う子供たちの教育にも尽力いたしました。1946 年

78歳でこの世を去るまで、梅吉は多くの社会貢献を果たし

ました】（※ここまでビデオ上映の一部抜粋し記載） 
手元にロータリー米山記念奨学事業「豆辞典」があると

思います。毎年 1 回、米山月間の時に配布される資料で

ございます。今日は、これをベースにご説明させて頂けた

らと思います。1 ページに事業の歩み並びに世界情勢の

背景がございます。1920年に日本で初めてのロータリー、

東京 RC が設立されました。これも米山梅吉さんの功績で

スタートしたわけですが、第二次世界大戦が勃発し、1945
年には終戦しましたがその翌年に米山梅吉さんは亡くなっ

ております。東京 RC が設立した米山事業というのは米山

梅吉さんは知らないまま亡くなっております。1952 年に東

京 RC の有志の方々で梅吉さんを偲んで奨学事業をスタ

ートしております。3 ページの「ロータリー米山祈念奨学事

業とは？」公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、日

本のロータリーが協同で運営する民間奨学団体です。米

山奨学会は日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、

支援する国際奨学金事業を行っています。事業の使命と

しては、将来、日本と世界とを結ぶ「架け橋」となって国際

社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を

育成することです。これはロータリーの目指す“平和と国際

理解の推進”そのものです。なぜ、外国人留学生を支援す

るのか？。この事業は 1952 年、東京 RC が発表した「米

山基金」に始まります。日本のロータリーの創設者である

故・米山梅吉氏の生前の功績を讃え、後生にまで残るよう

な有益な事業を行いたい―。東京RCが設立したのは、海

外から優秀な学生を日本に招き勉学を支援する奨学金事

業でした。その背景には、二度と戦争の悲劇を繰り返さな

いために、“へいわにほん”を世界に伝え、国際親善と世

界平和に寄与したいという、戦後のロータリアンたちの強

い願いがありました。基本的に米山奨学金は大学生を対

象として、大学に留学してきた学生さんに、こういう奨学金

制度がありますよというので募集して選考して選ばれます。

毎月、奨学金を渡すのですが、例会に月に 1 回、出席し

てもらって卓話をしてもらい、その場で奨学金を手渡ししま

す。米山奨学生には奨学金を渡すだけではなくて、クラブ

のなかでカウンセラー制度というのを設けて、必ずその子

に対するカウンセラーを一人設けています。外国から来ら

れた学生さんが生活の面、勉学の面、お金の面も含めて

困ることなどのカウンセリングも含めて、クラブのなかでカウ

ンセラーを一人という形をとっております。7，8 ページには、

学生さんが選択できる奨学金の項目がございます。一番

多くて月に 14万円、少なくても月に 7万円と一年間、毎月

支給されます。9 ページには、地区の奨学生割り当て数が

あります。2022学年度は、日本全体で 847名、2580地区

は 38 名で沖縄分区はだいたい年に 2，3 名です。年間カ

レンダー奨学生が決まるまで。基本的には地区の委員が、

学生さんを選定する上で、今は松田さんが担当しています

が、6 月には地区の割当数を決めます。これは地区ではな

くて奨学会の方で決めていたと思います。7 月には、地区

で指定校と被推薦者数を決めます。地としては、大学への

説明会、各クラブへの説明会というのを開催して、8 月に



本日のニコニコ：✩黒島剛氏：久しぶりに例会ができ嬉しく思います。今日は、よろしくお願いします。✩米盛博和氏：今月誕生日でした。

100 歳まであと 31 年もある人生あるハズヨ。✩宮良榮子氏：久しぶりの出逢いに感謝 ✩上原晃子氏：久しぶりのロータリー例会、お元気な皆

様にお会い出来て本当にうれしいです。✩橋本孝来氏：先週のクラスターの際は、御心配をおかけいたしました。最短で収束いたしました。 

✩森田安高氏：久しぶりのロータリー出席で嬉しいです。今日はよろしくお願いします！！✩今西敦之氏：誕生月、内祝 

◆BOX￥8,000（累計￥37,000） ◆コイン￥3,411（累計￥12,158）合計￥49,158  

大濵 達也 氏  6 日（水） 松田 新一郎  氏   6 日（水） 宮良 薫  氏 12 日（火） 

西表 浩司 氏 14 日（木） 上原 晃子 氏   23 日（金）  今西 敦之 氏 28 日（木） 

は募集スタートという流れになります。ちょうど今頃に、指定

校での学内専攻と申込みになります。基本的には、大学

説明会というのは大学の教授に対して、学生さんを集めて

くださいとお願いし、学生さんが応募しますとなったら、教

授と一緒にタッグ組んで、いろんな論文を書き上げ提出す

るとなります。11 月、12 月に面接をして、12 月～2 月に合

格発表となり 4 月から奨学金を受給する流れになります。

次に、米山奨学生数の推移、2021 年は 910 名となってお

ります。予算の集まり具合によってかなり変動します。国・

地域別人数がありますが、2021 年度は 910 名で 129 の

国と地域。累計で 22,267名となっております。どうしても国 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としては中国が圧倒的に多いではありますが、アフリカや

世界各国から学生さんが集まってきております。寄付の話

をさせて頂きたいと思います。皆さんの会費の方から、毎

年 5,000円ずつ米山には寄付されています。19ページに

寄付の種類があります。今、会費から集めている 5,000 は

普通寄付。特別寄付というのは任意で納めて頂く善意の

寄付となっております。また、米山奨学会の寄付は、所得

控除となっております。是非、寄付の方を宜しくお願い致

します。ちなみに大濵達也さんからは、10 万円の特別寄

付を頂きました。ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- ～ 例会風景 ～ ----------------------------------- 

事業のシンボルマーク 

重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨学生」です。 
外国人留学生の支援・交流を通じて国を超えた 

信頼関係を築き、世界の平和を願う“心”を育てるという、 
事業創設の願いが込められています。 

           手は、そうした“心”を生み出すと同時に、 
当事業がロータリアンの手で支えられていることを示しています。 


