
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆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） 11 月  17 日（水） 第 10 回例会（通算 2915 回） 

今月のロータリーレート 1$￥114 

 

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 

 
 

【 ク ロ キ 】 

その枝ぶりから庭木や街路樹として観賞用に植えられるクロキ。旧盆の仏壇に飾ることから「ソーロンキダ」 

とも言われ、和名は「琉球黒檀」。床柱などの建材としても利用されますが、マーブル状の独特な黒い模様を

上手に活かして三線のソー（棹）にも加工されます。ただし、模様の良し悪しは切り出してみないとわからない

ので、三線のトゥーイ（野）からチラ（天）にかけて綺麗な木目を出すには、長年の経験と勘が必要なようです。 

                                                ［資料協力：八重山三線工房］ 

11 月のプログラム  11/17（水） ゲスト卓話：屋宜靖様（竹富町商工会 会長）   11/24（水） 休会 

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 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中山市長、卓話ありがとうございました。11/12 に落成祝いが

あります。ロータリークラブにも案内状が届いていましたので

代表して参加させて頂きます。今回の新庁舎のオープニング

セレモニーの演出をさせて頂くことになり、皆さんより先に庁

舎のなかを見させて頂きました。本当に素晴しく夢のある庁舎

で、これからの若い子供たちは市役所に就職したいという子

が沢山増えていくんじゃないかなというぐらい夢のある庁舎で

した。食堂も売店もあるようですので、用事がなくても遊びに

行きたいなという感覚が出るような市役所です。ますます職員

の皆さんが張り切って仕事をして頂いて、石垣市のために頑

張って頂きたいなと思うような庁舎でした。市長ありがとうござ

いました。先週の 11/3・4 にコザ RC 創立 60 周年があり、前

日の各クラブ対抗のゴルフコンペに南波さん・森田さん・遠藤

さんと私の 4 名で参加して来ました。私以外は皆さん活躍し

て 3 位になりました。南波さんは個人賞で 2 位になってクラブ

バックを貰いました。11/4 には、石垣クラブからも 11 名で一

緒にお祝いをさせて頂きました。コザ RC の皆さんも我々の

60 周年にも駆けつけて頂きましたので、そのお礼も兼ねなが

ら一緒にお祝いをしてきました。その時に他クラブの方達とも

お話ができて、また宮古島 RC とも交流をしようという話も盛り

上がっておりますので、よろしくお願い致します。それから若

い会員を増やそうというのもありますので、皆さんのお力を貸

していただき会員増強にも頑張っていきたいと思います。 
本日はありがとうございました。 
 
本日の理事会で決定した内容をご報告致します。12/1（水）

に若林ガバナーが Zoomで参加しクラブ協議会を開催致しま

す。12/15 は名護でＩＭ大会がございます。例年ならば沢山

の会員で起し頂きたいとの事ですが、会長・幹事ともう一人の

3 名だけの参加となります。ネットでも見れるようになっており

ます。各クラブプレゼンがありまして、これまでの石垣ＲＣの事

業内容を 8 分間の発表がございます。お時間のある方はぜ

ひご覧下さい。1/12（水）には、若林ガバナーが来島されるこ

とになっております。卓話をして頂き、交流をして頂きたいと

思いますので、ぜひ今のうちからスケジュールに入れて頂き

たいと思います。そして与那国のプロジェクトですが、12 月の

予定が 1月になりました。1/19か 1/26のどちらかの水曜日で

す。ぜひ、多くのメンバーで行って懇親会もしながら楽しんで

いきたいと思いますので、こちらも宜しくお願いいたします。

最後に、10/20 に予定していましたオープン例会を 2/9 に変

更となりました。会員拡大に繋がるオープン例会を予定して

おりますので、内容が決まりましたらご報告いたします。 
 
今西敦之国際奉仕委員長：今年度の国際大会はアメリカのヒ

ューストンで開催されます 6/4 からの世界大会ですが、11/30
をもって第 1次の締切をさせて頂きたいと思います。現在は 6
名の出席の登録がございます。引き続き 12/16～3/15 まで第

2 次の登録がございますが、100 ㌦ほど登録料が上がります

ので、ご参加ご希望の会員につきましては、出来るだけ早い

段階でのご登録をお願い致します。 
 
 
皆様こんばんは。ロータリーへの参加は久々でございまして、

なかなか参加出来ずに申し訳ございません。黒島会長の方

から卓話をして欲しいとの話がありましたので、何の話をしよう

かいろいろ考えたんですが、ちょうど時期的に新庁舎が出来

るということでございますので、新庁舎に対する想いとこれま

での経緯も含めまして皆様にご理解して頂きたいと思います

ので宜しくお願い致します。11/12 に新庁舎の落成式を行い

ます、と同時に 12 日の夕方に現庁舎で閉庁式を行います。

15 日（月）からは新しいところで業務を開始ということになりま

す。いま市役所の方は引っ越し作業でてんやわんやで、今度

の土日で全部移すことになりますけれども、あらかた移してあ

り市長室も机とテレビしかないぐらいの状況になっております。

新庁舎を造ることになった経緯には、ご存じのように現庁舎は

昭和 45 年に利用開始ですので、ちょうど美崎町の埋め立て

があって、そこに何を造るかというようなことで、まずは役所を

移転して役所が移転したことによって周辺に建物が建ちはじ

めて今の美崎町になっているということでございます。庁舎も

だいぶ古くなってあちらこちらひび割れがあったり、ピロティの

ほうだとコンクリートが落下してきたりして今は立ち入り禁止に

なるような状況で本当にギリギリのところかなということでござ

いました。業務も人口が増えているということもありますが、拡

大化してきまして現庁舎では狭いということ、あとバリアフリー

対応できていないというところでしたので、その辺りも含めて

建て替えということになりました。時期的に東北の震災があり、

国の事業として緊急防災・減災事業債ということで、緊急的に

全国の公共施設、庁舎とかの危険な地域にあるものを移転す

る場合には補助金が出ますよということでありますので、そう

いった所も活用しながらやっていこうということでスタートしまし

た。平成 26 年に基本構想を作り始め、28 年には基本計画、

28 年 8 月には基本設計に入って、平成 29 年 6 月に実施。

令和元年 10 から建築工事が始まって先月に引き渡しになっ

  例会記録 11 月 10（水）第 9 回（通算 2914 回）名誉会員卓話：中山 義隆 市長   

 

 
✩会員総数：45 名 出席義務会員数：44 名 

✩出席人数：30 名 欠席人数：14 名 出席率：68.18％ 

≪司会進行：新垣 精二≫ 

✩ロータリーソング：君が代 四つのテスト 

✩ソ ン グ リ ー ダ ー：玉城 力 

✩メ ー ク ア ッ プ：遠藤 正夫 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 ◆ 

◆ 名誉会員卓話：中山義隆市長 ◆ 
テーマ：新庁舎に対する想い 



たということになっています。基本構想も含めて基本的な理念

というのは、新庁舎は「みんなが集う石垣市のランドマーク」に

したい。埋立地ができた美崎町に新庁舎が移ったことによっ

て周りにどんどん街ができてきたという経緯があると同時に、

八重山病院はありますが何もない空港跡地に新庁舎が出来

ると、新庁舎を中心にまた新しい街が出来ていくというようなイ

メージで基本的な考え方をさせて頂きました。市民の皆様に

は、開かれた市役所、訪れやすいみんなが集う所にしたいと

いうことと、複合的な施設、単純な市役所だけではなくそこに

様々な要素を入れて、市民の皆様がそこで会議をしたり、レ

ンタルスペースのようなもの、くつろげるような会場等もつくり

ました。安心・信頼できる場所というところで、防災の意識を高

めるという意味で今の庁舎より高台で、旧空港跡地は明和の

大津波にもあの場所は波が浸水していない、ボーリング調査

でも調べて、ここは来ていない海抜 26 ㍍です。そこに建物 3
階建てを造りますので防災拠点になるという事になっていま

す。今後は、大浜の方に防災公園をつくる予定です。大きな

芝生の広場になりますけれども、災害時には市民の皆さんが

そこに集まってきて、庁舎の中には水も食料も含めて備蓄を

相当数貯めてありますので、しばらくの間はみんなでそこで命

を繋げる。庁舎事態は防災の拠点になりますので、万がいち

災害があった時に災害対策本部になるように建物のなかにテ

レビが全部用意されていろんな番組のドローンで撮ってきた

被害状況というのが瞬時に出てくるような仕組みになっていま

す。もう一つには、最終的に市民の皆さんの心の拠り所と誇り

になるような建物にしたいというのが私たちの考えでした。 
地上 3 階地下 1 階、鉄筋コンクリート、一部鉄骨造になっ

ています。ご存じのように設計は隈研吾さんで、東京オリンピ

ックの国立競技場を設計した方です。最近では有名になって

きましたので、沖縄県内でも仕事ができ始めてていますけれ

ども、恐らく沖縄県内で一番最初に手がけたのが石垣市の市

役所ということになります。本来ならばオリンピックの前にでき

る予定でした。その後オリンピックで来た海外の観光客が国

立競技場を見て感動してあの人が造った庁舎があるよという

ことで石垣まで見に来るというのを想定していましたが、コロナ

の影響で計画が狂いましたけれども、それでも私たちからす

ると八重山のコンセプトを取り入れた非常に誇れる庁舎にな

ったのかなと思います。延床面積は 13,921 ㎡で今の庁舎の

3 倍ぐらいの広さになります。12 日に落成式を行ったあと内

覧会を行いますが、来て頂いて見て頂くと分かると思います。

本当に大きな広々とした空間になっています。そして食堂と

売店もつくりました。特に食堂に関してはオープンしたあとは

一日中開いていますので、何かの打ち合わせに市役所集合

にしたり、お母さん方が子育て支援の相談に来たあとなど、マ

マ友とお茶会したりというようなことが出来るようにしたいと思っ

ております。実際そのような庁舎になる予定です。外観は見

ている方も沢山いらっしゃると思いますが、石灰岩で敷地周

辺を石垣で囲ってあります。赤瓦屋根については、50 屋根 

イメージとしては、建物がいっぱい集まっているというイメージ

です。なかに入って頂くと分かると思いますが、1 個の建物で

すが、建物がいっぱい集まっている街を市役所でイメージし

ています。なかに大通りがあって東西南北の十字路があって

その十字路に沿ってそれぞれのカラーがあってという石垣ら

しい雰囲気になっているのではないかなと思っています。植

栽にしてもサキシマツツジ・リュウキュウマツ・クロキ・サガリバ

ナ・ヤエヤマシタン・ヤコウボク・サキシマヤシ・ソテツなどの島

に因んだものです。内装には島の材料を使いたいということ

で、つい立てや議場机、クローゼットなどはリュウキュウマツを

ふんだんに使わせて頂きました。石垣牛の皮を何とか使いた

いと思っていましたので、市議会議員・市長・副市長・教育長

の椅子などは石垣牛の皮を特別にお願いしまして使わせて

頂きました。議場は 3 階にありますが、通路側の手すりをガラ

ス貼りにしてあります。市民の皆さんがいつでも見ていますよ

というイメージでつくりました。用事があってもなくても新庁舎

に来て頂きたいと思います。新庁舎自体は風格のある石垣ら

しい、市民の皆さんがだんだん愛着がわいてくるような市役所

にしたいと思っております。もう一つは、職員がこれまでも業

務は一生懸命にしていたと思いますが、新しい庁舎に入るか

らこそ新しい気持ちで更に市民サービスを向上させようという

事で、マナー講習をしたりいろんな業務の改善をしたりと課に

よっては自分たちでかりゆしウェアを揃えたりとかもしています。

意識改革の一つの丁度いいタイミングだなと思っています。

新庁舎に移ったあとの現庁舎はどうするのかという話になりま

すが、もちろん中心市街地ですので、市役所が移ったことに

よって 600 人近い職員が全員向こうに移りますので、夜の美

崎町はどうなるのかなという心配等もあると思いますし、また人

が集う場所のなかに大きな空き地ができても問題があります

ので、出来るだけ早く現庁舎の跡地の利活用をしていきたい

というふうに考えております。市役所が移ったあとですが、先

ほどもお話もしましたが、美崎町が出来た時に市役所ができ

て街ができた。今の美崎町は飲み屋街で飲食店が多いです

が、美崎町はもともとモデル商店街を作ろうとして作られた場

所と聞いております。建物も老朽化してきて経営者も代替わり

してきて、美崎町の建物も建て替えるかどうしようかというよう

な話になってきていると思います。旧庁舎の建て替えと同時

にそれが完了することによって、美崎町の周辺の再開発を進

めていきたいと考えています。旧庁舎の跡地は今ある建物と

駐車場、消防のあった土地を全部合わせると 1 万㎡以上あり

ますので、面積にすると 3000 坪ぐらいの広大な土地が出て

きます。もう既に計画に入っております。令和 2 年度からスタ

ートしまして、令和 3 年度では事業者を募集する手前までき

ています。土地は石垣市の土地ですので、そこを活用してど

ういう開発するとかの公図は募集しようかと思っています。実

際には、東京とか各地の大手の不動産業をやっている方達

の声もありますし県内外からの声もあります。1 階部分から低

層階は商業施設になってその上はホテルが建つのかマンシ

ョンが建つのか。あの当たりは容積率が 400％ですので、相

当な建物が建てられるということで、市役所が抜けたあと中心



地市街地がさびれないように、そこに市民も観光客も集って

人の往来のある拠点をつくりたいなと思っています。当然、バ

スや交通の拠点にもなりますし、港が近いというメリットもありま

すから港を活かした街づくりが出来るんじゃないかと思ってい

ます。募集を今年度中にして、建物を解体したり設計に入っ

たりして令和 5 年度には建設がスタートというような事を考え

ています。約 3 年後を目処に開業出来るのではないかなとい

うふうに思っています。こういう形で石垣市については新庁舎

が出来るということをきっかけに、町が大きく動き出すタイミン

グなのかなと思っております。旧空港跡地に八重山病院と新

庁舎を中心にして、どんどん新しい建物が出来てきて、その

頃にはバイパスのアクセス等も開通していくということになりま

すが、それが目に見えて来た段階で美崎町の旧庁舎の土地

開発が始まって美崎町の全体の再開発が始まる。平成から

令和に変わりましたけれども、石垣市もこれから先また島の将

来を決める大きな大きなプロジェクトの形になってくるかと思 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

います。サザンゲートを渡ったぱいぬ浜町についても国と交

渉しているところなんですが、更に埋立地が若干広がります。

その広がりの島にはスーパーヨットといって海外からの富裕層

のクルーザーのようなものが寄れるような施設を作ったり、そこ

にはそれを整備するようなドッグを誘致しようと動いています。

これについては乗り気なところはありまして、上手く実現すれ

ば、石垣で船の整備が出来るようになりますし、八重山商工

高校の電気科や機械科の子供たちが手に職をつけて地元で

働けるというような形になってきますので、八重山、石垣全体

がしっかりと仕事があって、尚且つ観光客がたくさん来るけれ

ども八重山らしさも残しながらそういうバランスの取れた開発を、

そして島全体の良さを残していく財源のバックアップになるの

かなと思っています。皆様方には石垣の次の事業、次のステ

ージ、そういったものに興味を持って頂いて、共にそれぞれ

の部署で、それぞれの場所で、力を貸して頂ければなという

ふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

本日のニコニコ：✩黒島剛氏：中山市長、お忙しい中、卓話ありがとうございました。✩中山義隆市長：石垣市役所新庁舎落成！！ありが

とうございます。✩宮良榮子氏：60周年、森田会長初め役員の皆様、大変ありがとうございました。中山市長の卓話に感謝！✩南波正幸氏：

中山市長、卓話ありがとうございます。久々の夜間例会、楽しい例会でした。会長・幹事ご苦労様でした。✩上原晃子氏：60 周年実行委員

会の皆様には本島にお疲れ様でした。中山市長、新庁舎落成おめでとうございます。本日の卓話ありがとうございました。✩前木繁孝氏：中

山市長、新庁舎落成おめでとうございましす。✩橋本孝来氏：中山市長、卓話ありがとうございます。森田パスト会長、60 周年お疲れさまで

した。✩森田安高氏：今日は、中山市長卓話ありがとうございました。✩大浜勇人氏：60 周年最高でした。森田ＰＰおつかれさまでした。 ✩
宮城早人氏：中山市長卓話ありがとうございました。森田パスト会長 60 周年事業お疲れ様でした。✩大田次男氏：会員の皆様 60 周年の取

組み大変お疲れ様でした。70 周年へ向けて盛り上げていきましょう！✩伊盛米俊氏：中山市長、卓話ありがとうございました。60 周年もお疲

れ様でした。✩今西敦之氏：コザロータリー周年お世話になりました。中山名誉会員、本日はよろしくお願いいたします。✩松田新一郎氏：

中山市長本日はありがとうございました。米山月間は先月で終わりましたが引き続き皆様のご支援、ご寄付お願い致します。この間の集まり

のおつりも入っています。✩新垣精二氏：中山市長、お忙しい中ありがとうございました。60 周年事業おつかれ様でした。✩新川正人氏：昨

日は那覇ＲＣ山城様にお誘いいただき、夜間例会に参加させていただきました。 
◆BOX￥21,4500（累計￥95,450） ◆コイン￥2,878（累計￥24,114）合計￥119,564  

宮良 榮子 氏  5 日（金）  山下 暢  氏   9 日（火） 

上原 秀政 氏  17 日（水） 森田 安高 氏  19 日（金）  東上里 和広 氏 21 日（日） 

中山義隆市長 卓話ありがとうございました。 石垣の風景を継承する「みんなが集う市役所」 

・外装/外構 
石垣、赤瓦、八重山の緑がつくる 
石垣らしい景観 
・内装/平面 
リュウキュウマツがつくる温かい内装 



 
【乾杯のご発生】60 周年記念実行委員長：前木繁孝氏 

中山市長、卓話ありがとうございました。落成もお疲れ様でご

ざました。そしておめでとうございます。ここからは、モードを

切り替えて当時を思い出して、たくさんゆんたくをしていきた

いと思います。思えば半年前の 4/30 に石垣ＲＣ60 周年記念

式典がございました。半年が経ったいま、ようやく疲れを癒す

ことができる喜びもひとしおなんですが、当時はいろいろ問題

もありました。開催に関しての賛否もあるなかで、会長そして

各委員の皆さんそして会員の皆様もやはりやるべきだという

強い意志のもと皆様のご努力でこうして 4/30 は、本当に素晴

しい立派な式典が開催され、そして評価を受けたところでござ

います。地域の皆様にも石垣ＲＣの活動をそこで知って頂け

たことだと思います。そしてその後の記念誌の配布まで皆さん

本当に最後の最後まで努力をして頂き、東京や本島にも届

いております。実行委員長だった私といたしましても、皆様に

この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。本当にありが

とうございました。さて、これからは楽しい時間にしたいと思い

ます。石垣ＲＣも更なる発展を邁進していくように、そして会員

の皆様がますますご健全で頑張っていきますよう乾杯をした

いと思います。             ありがとうございました。 
2020-21 年度会長挨拶：森田安高氏 

皆さんこんばんは。ようやく半年とちょっとでブガリなおしが出

来ること、その時のいろんなグチもこぼそうと思いましたけれど

も、半年経ったら忘れました。今日、この日が迎えられることが 
本当に嬉しいです。60 周年の記念式典・祝賀会、また前日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
のウエルカムパーティのサンセットクルーズと会長になる前の

2 年前、会長の承諾を受けた時にこういうイメージで 60 周年 
をもっていきたいんです！と先輩方に話したら、良いじゃない

か森田お前だったら出来るよ！と言われた先輩方に励まされ

ながら私も実行したというのが本音です。いまＤＶＤが流れて

いますが、本当によく出来たなと、石垣市のコロナ対策のなか

でもタイミング良く本当に隙間をぬっての最後のパーティだっ

たんじゃないかなというふうに思っております。それから長らく

自粛期間があり、皆さんと顔を合わすこともなく、ブガリはいつ

やるんだろうとずっと思っていましたけれども、先だって新垣さ

んからタイミングを取ってブガリをしましょうと話がありました。

僕的には今日のこの日がいいと言ったら、この日は市長の卓

話が入っていてと言われましたが、市長に話せば夜は空いて

るはずだと市長に確認せずに無理やりこの日に夜間例会に

すると先月に話ました。これに市長が了解して頂きまして実行

できました。ありがとうございました。実は皆さん、バーカウンタ

ーに日本酒が置いてあります。これは東京上野ＲＣのパスト会

長であります山下さんが、式典の時に皆さんで振る舞って飲

んで下さいというお酒だったんですが、12 本送られて来てい

て半年以上たっていますので、今日のうちに飲んで下さい。

今日こうやって山下さんが送った日本酒を皆さんと飲みました

ということを報告したいと思います。式典・祝賀会のＤＶＤを観

ながらこういった形で挨拶できたことを皆様に感謝申し上げ私

の御礼の挨拶にしたいと思いますます。 
本当に皆さんありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆＊☆＊☆ 創立 60 周年記念慰労会 ☆＊☆＊☆ 

 

4/30 記念式典・祝賀会のＤＶＤを観ながら、楽しく♪ブガリなおしができました。 

姉妹クラブの東京上野ＲＣ山下

パスト会長から頂いた日本酒 
美味しかったです。🍸🍸 


