
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ◆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 

2022 年（令和 4 年） 1 月  5 日（水） 第 14 回例会（通算 2919 回） 

今月のロータリーレート 1$￥115 

 

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 バ 】 

古くから人々の暮らしに自然の素材は欠かせないものでした。とりわけ笠や蓑には、菅、竹、桧など各地方で

採れる材料が使われています。過酷な自然と対峙する南国でも、雨風をしのぎ、日差しを避ける丈夫な素材とし

てクバが使われてきました。クバの葉を乾燥させて作られるクバ笠には、はるさー用のつばが広がったものや海

人用のかぶりの深いものがあり、それぞれ用途にあわせて形状を変えて作られています。［資料提供：冨本衛］ 
 

 

1 月のプログラム  1/5（水） 年始の挨拶   1/12（水）ガバナー公式訪問  1/19（水）与那国島へ移動例会 

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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
私の年度も今日を持ちまして半年になろうとしています。非常に

嬉しく楽しく、あとの半年もまた頑張ろうという気持ちでおります。

次年度の方も動き始めて非常に石垣 RC はまだまだ元気がある

なということで、今年度のガバナーのテーマであります、元気なク

ラブになろうというテーマに非常に相応しいという話をしていまし

た。先ほど吉田幹事が話していましたように、ＩＭ大会に行って参

りました。ＩＭ大会実行委員長の閉会の言葉の挨拶のなかに、石

垣 RC の 60 周年は素晴しかったですと、私たちも名護でそして

野外でＩＭ大会をして、最後は花火を上げたかったんだけど上げ

られなくてごめんなさいね、という一言がありました。語り継がれて

いる石垣 RC の 60 周年記念は各クラブから評価が非常に高いで

す。いま我々のクラブは 44 名で、垣本さんが今日、入会すること

で 45 名になりますが、あと半年あります。50 名を目指して会員増

強に頑張っていきたいと思いますので、皆さんのご協力をよろしく

お願いいたします。 
 
1/19 与那国に行くプロジェクトの件ですが、いま登録されている

方は、宿泊 7 名、日帰り 6 名の合計 13 名となっております。まだ

まだ参加される方を募っております。与那国へ行った際の移動で

すが、与那国教育委員会から 9 名乗りのマイクロバスを 2 台貸し

ていただける段取りもついております。夜は教育委員長や中学校

の先生方も招いてお礼も兼ねながら楽しくやっていきたいと思っ

ておりますので、ご参加のほど、よろしくお願い致します。先週の

12/15 に名護のＩＭ大会に会長と山下委員長と 3 名で参加してま

いりました。約 8分間のプレゼンを各クラブで行いましたが、こちら

は山下委員長がプレゼンをしていただいて、すごく聞きやすくて

石垣 RC のプレゼン能力が高いと褒めて頂きました。また、夜は

懇親会などもありまして、即興でトランペットが吹ける方がいたりと

いろんな方々がいて、楽しいＩＭ大会になりました。ＩＭ大会の御

礼に名護ＲＣからお礼状が届いておりますのでご報告いたします。

当クラブ会員の松林豊さんが古希になったということで、うえざと

木工に作って頂いた木製の四つのテストが記載された時計を用

意しております。来年早々にでも松林さんにお渡しすることになっ

ておりますので宜しくお願いいします。 
＜次年度の役員について＞大浜勇人会長エレクト 
皆さまこんばんは。黒島年度も半年でございます。あとの半年も

頑張っていきましょう。半年が終わったということは、次年度があと

半年後にスタートするということでちょっと緊張しております。嶋村

ガバナーエレクトの方針で、半年前からずっと研修を繰り返してお 
ります。次年度はいろいろ変わることがあり、ＩＭ大会がなくなりま 
す。その変わり合同例会をするということで、どういうことをするの 

 
かまだイメージがつかめておりません。我々の年度が一番重視し

ていきたいと思っていますのは、青少年委員会です。現在は社会

奉仕と青少年が同じ委員会のなかでやっておりますが、青少年

委員会を強力に活動していけたらと考えております。次年度の副

会長は、現年度でいうと会長ノミニーになりますが、本日は仕事の

都合上ご出席いただけませんでしたが、税理士の前原博一さん

がなっていただけることを確認し、今月初めの理事会でも承認し

ていただきました。総会でございますので、意義がなければ承認

とさせていただきたいと思います。ご承認いただきましてありがとう

ございました。あとの半年間、黒島年度を支えていきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 
＜2021-22年度 中間決算報告＞（7/1日～11/30日）収入の部：

5,287,904 円 支出の部：3,352,946 円 剰余金：1,769,958 円

（内訳：小口現金：50,000 円／普通預金：1,719,958 円） 
＜マルチプル・ポール・ハリス・フェロー＞  
南波正幸氏（1 回）・今西敦之氏（5 回）おめでとうございます。 
 
 
 
 
 
弊社の先代の村山秀雄がチャーターメンバーの一人として立ち

上げたこの本クラブでございましたけれども、途中に退会というこ

とがございまして、皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと

を心よりお詫び申し上げたいと思います。今回、再入会ということ

で、このように暖かく迎えていただくことに対して改めまして御礼

申し上げます。ありがとうございました。今後は、ロータリーの精神

に基づき皆様とともに活動させていただきたいと思います。社長

に就任してまだ半年あまりでありますが、まだまだ緊張して地に足

がついておりません。先輩方の叱咤激励、ご指導ご鞭撻の程よろ

しくお願い致します。本日は誠にありがとうございました。 
 
＜乾杯のご発生＞仁開一夫氏：私は宮良榮子さんの隣に座って

いますが、だいぶ変わってきたねと。昔は、1 ヶ月前にも会長も決

まっていない、決算書が出てこないということもありましたが、今は

中間決算報告も出てくるようになりましたし、ロータリー財団にして

もなかなか寄付する人がいなくて、南波さんや今西さんは地区に

行ったりいろいろ他地区のことも分かっていますから、マルチプ

ル・ポール・ハリス・フェローに表彰されました。でも皆さんも毎年

100 ㌦寄付していますから、全員がそろそろポール・ハリス・フェロ

ーになります。石垣 RC 全員が対象になっています。米山にして

も寄付金がだいぶ増えています。かつての石垣 RC は、クラブ内

だけで完結していましたが、最近は寄付もして宮良榮子さんが言

うには、やっとロータリークラブらしくなってきたねということです。

毎日新聞の垣本さんおめでとうございます。いろいろありましたが、

戻るべくしてチャーターメンバーの会社が戻ってきたなと感じてい

ます。これから石垣 RC は発展していくと思います。黒島会長は、

自分の代で 50 名にしたいという意気込みですので、そうなったら

私もガバナー補佐になった年は、50 名クラブのガバナー補佐で

したと言えるようになったら嬉しいなと思います。これからの半年

間、お互いの切磋琢磨が必要だと思います。あと半年に向けて乾

杯！！＜＜ 会員から一言 ＞＞西表浩司氏：皆さん、今年一年

お疲れ様でした。去年も含めて今年もコロナ禍ということで、やり

たいことも全然できませんでした。来年は良い年になればいいな

と思っております。僕が今年最後に大仕事をしたのは、一年間育

 例会記録 12 月 22（水）第 13 回（通算 2918 回）夜間例会：年次総会並びに入会式  

 

 
✩会員総数：46 名 出席義務会員数：45 名 

✩出席人数：25 名 欠席人数：20 名 出席率：55.55％ 

≪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 ：大田 次男 

✩メ ー ク ア ッ プ：大濵 達也 遠藤 正夫 

会 長 挨 拶： 黒 島 剛 

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆ 

◆ 新 入 会 員 紹 介 ◆ 
勤 務 先：株式会社 毎日新聞  
役 職 名：代表取締役社長 
職業分類：新聞業 

◆♪◇♪◆ 忘 年 会 ◆♪◇♪◆ 



てたヒラタクワガタを於茂登山に 22 匹かえして来ました。これが出

来たことで今年終われます。また来年も一年間よろしくお願いしま

す。松田新一郎氏：一年間ありがとうございました。今年は地区大

会も参加させて頂いて、大変貴重な経験をさせて頂きました。来

年は幹事をさせて頂きます。来年 1 月で入会 3 年目となります。

入会してから半年はＳＡＡでその後は米山ばかりで楽しくさせて

頂いて、地区の米山委員会も 2 年間で終わります。地区の方もし

っかりやりながらクラブの副幹事の役割、次年度の幹事の準備も

コツコツやっていきたいと思います。宜しくお願い致します。宮城

早人氏：去った 11 月に私の新築祝いに多数お越し頂きましてあ

りがとうございました。来られなかった方もいらっしゃるかと思いま

すので、次回ご案内しようと思いますので、家族ともども宜しくお

願い致します。ロータリーでは職業奉仕の方で頑張らせて頂いて

おりますが、これから新垣さんとプログラムについても相談しなが

ら良い形で職業奉仕の活躍が出来たらいいなと思っています。来

年もどうぞよろしくお願い致します。玉城力氏：今年は、黒島年度

のＳＡＡということで、最初の方は緊急事態宣言で例会も出来ず

にどこまで続くんだろうなと思っていたところ、10 月から開催がで

き皆さんと交流が出来て嬉しく思います。橋本先生にもご助言を

頂きながら、またオミクロンというやっかいなものもありますけれども、

様子を見ながら例会を進めさせていきたいと思います。また皆様

のご協力もいつも感謝申し上げております。ありがとうございます。

東上里和広氏：2 年ぶりの夜間例会で、皆さんと四つのテストにあ

るように好意と友情を深めることができて嬉しく感じております。今

年度は、会員増強という委員長の立場で黒島会長が掲げてる 50
名、ガバナー補佐エレクトの仁開さんも 50 名だったらガバナー補

佐で胸張って活動できると今日お聞きできました。大田次男のス

ーパー副委員長がいるし、委員には宮良薫さん、隠れ親分にミル

ミルの伊盛大先輩がいますので、年内に会合を持ちたいと思って

います。来年のオープン例会には、いい面々を参加させて頂い

て、今年度の会員増強に向けて頑張ってまいりますので、来年 1
月からもよろしくお願い致します。頑張ります！佐久本達氏：最近

は出席率が悪くてすみませんでした。なるべく多く参加したいと思

います。前に体を壊して参加が少なくなっていますけれども、どう

にか一年頑張っておりますのでよろしくお願い致します。また今

年は米山委員でしたけれども、なかなか参加できなくてすみませ

んでした。今後は頑張りますのでよろしくお願い致します。この 5
年間、家内にもいろいろご迷惑をかけたので、今年は家内孝行と

いうことで、広島の宮島で正月を迎えようかなと思っています。来

年も頑張りますのでよろしくお願い致します。宮良榮子氏：皆様こ

んばんは。今日は忘年会ということで、皆様の素敵な若々しいお

顔を拝見してファイトが湧きました。それから黒島会長、歌うまい

ですね。舞台装置とかいろいろやっていますので、センスのいい

方だなと思っていたんですが、やはり自分も歌われるからいろん

なイベントが出来るんだなと今日は関心致しました。上原晃子さん

と共に与那国島も参加させて頂きたいと思います。私も今年で 80
歳になりました。若さは年齢ではないですよね。旅行に行っても

皆さんの足を引っ張らないように、手を引っ張るような努力をして

行きたいと思います。今日はこうやって皆さんに会えることが大変

嬉しいです。コロナでいろんな事がありますが、来年はぜひ良い

年にしていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

上原晃子氏：ロータリークラブに所属して 18 年になりました。宮良

榮子さんにお薦め頂き入会をさせて頂きました。私はいつも思う

んですけれども、ロータリーに入って本当に良かったなーと思うの

は、ロータリーに入会しなければ出会うはずがない方たちに出会

い触れ合い、そして沢山の気付き頂きました。これが私の大きな

財産になっております。これからもいろいろなお話をしながらいろ

んな気付きを与えて頂きたいなと思っております。名前は晃子で

すが、どうぞ皆さん飽きないように宜しくお願い致します。前木繁

孝氏：黒島会長、吉田幹事、半年間お疲れ様でした。そして残り

半年間よろしくお願い致します。今日、入会の垣本さん楽しみに

しておりました。今後ともロータリーを楽しんで頂きたいと思います。

自分的には大変な年であったと思っておりますけれども、でもこう

して今日までやってこれたことが何よりだと思っております。今年

あと 9 日間、慎重に静かに過ごして来年に繋げたいと思っており

ます。きっと来年は素晴しい年になるんじゃないかなと思っており

ますので楽しんでいきたいと思います。上勢頭保氏：皆さんこん

ばんは。黒島年度、半年間ご苦労さんです。私の今年の総括をし

ますと、体調が悪かったです。橋本先生には大変お世話になりま

した。この間も紹介をして頂いて、先月の 22 日に手術をいたしま

した。ついこの間の 15 日に抜糸をしてきたところで、今日初めて

お酒を美味しくたくさん飲みました。酒をこれだけ辛抱するほど辛

いものはないなというのをイヤというほど経験しました。私も 75 歳

ですので、これからは年相応の行き方をしていきたいなと思いま

す。これまではマグロのように生きてきたんじゃないかなという経

緯もありますし、また手術前に石垣で小さな船を作っておりまして、

それを那覇の方にかいこうするということで、船の経験のないうち

の役員と二人で那覇に向かったのですが、大時化で船は壊れる

わ、宮古島過ぎたら軽石は来るわで、途中で燃料補給する時に

エンジンルームに落ちて足もグチャグチャになりまして、那覇の病

院に行ったら、治ってから手術と言われましたが先生にどうにか

お願いし、整形外科に回されて血を抜いてなんとか手術を終えて、

今日晴れてお酒を飲むことが出来ました。やはり八重山には医療

業は大切だなと思いました。私も八重山郡民の医療の副会長を

やっておりますけれども、早く良いかりゆし病院を開設しなければ

なというのをつくづく感じた一年でした。今後は、楽しみながら良

い正月迎えられたらと思います。宜しくお願いします。小林昌道

氏：三男の小林です。長男が上勢頭さんで二男が米盛さんで私

が三男です。私もお酒を取ったら何が残るかなと思います。去年

はコロナ禍で除夜の鐘も出来なかったですけれども、今年は皆さ

んとぜひ除夜の鐘をしたいと準備いたしております。一年初めの

18 日は初観音がありまして、1/18 に来れる方がいましたら 14 時

からです。2/3 は生まり年と無病息災の厄年、来年は寅年ですの

でぜひ虎の方はお越し頂きたいと思います。残りの半年間、黒島

会長よろしくお願い致します。また美味しいお酒を飲みましょう！

仁開一夫氏：来年ガバナー補佐になることになりまして、私が皆さ

んに自慢出来ることは、今まではＩＴとか分からなかったですが、こ

れではいかんなと思いパソコンを新しく買いましてＺｏｏｍ会議が

出来るようになりましたので、皆さんにご報告致します。南波正幸

氏：今年一年ありがとうございました。いま研修リーダーと言われま

したけど、初めてのことで中身がぜんぜん分かりませんが、来年

1/19にＲＬＩ研修を受ける事にしました。大浜次年度会長から研修

リーダーにということですので、研修リーダーになれるように頑張

って来ます。今年一年間、お陰様で仕事も順調にありまして、ロ

ータリーの方の関係の方にも仕事をさせて頂き本当に良い一年

だったなと思います。また来年も仕事も頑張って、地区のロータリ

ー財団が今年度で終わりですけど、2 回目のポール・ハリスのマ

ルチプルも頂きましたので、続けてやらなくてはいけないかなと思

います。皆さんもポール・ハリスにはなりますので、続けてサファイ

アが貰えるように頑張っていきましょう！橋本孝来氏：3 回目のワ

クチン接種も終わりまして実は私、昨日打ちました。2 回目の時は

結構つらかったですけど、今日は元気に酒が飲めてるので皆さん



も年が明けたら打たれてください。ワクチン打って治療薬も早まる

予想であります。そうすると活発なロータリー活動が出来るように

節に節に願っております。佳いお年を迎えたいと思います。ありが

とうございます。大田次男氏：現在、会員増強の副委員長をして

おります。黒島年度で 50 名を目標にしております。ちゃんと意識

しておりまして、東上里委員長ともども今年度に 50 名を達成した

いと思います。来年は復帰 50 周年もあります。石垣 RC もそれに

なぞらえて 50名をぜひ達成するために私は例会出席を 100％目

指して頑張りますので宜しくお願い致します。森田安高氏：今年

の総括では、今年の 6 月で会長をバトンタッチしてあれから半年

が経ったということになりますが、本当に一年間よく達成出来たな

というのと、60 周年記念式典・祝賀会では、本当に皆さんにお世

話になりました。この場をかりて御礼申し上げます。今年 7 月にゴ

ルフのホールインワン保険に入ったらと保険会社に進められて入

ったら先月出ました。保険に入ってホールインワン賞をすぐに出し 
たというところと、60 周年が出来たという事は、私の人生運に恵ま

れて、自分の実力だけでなくて運だけでここまできましたけど、来

年も一生懸命頑張りますので宜しくお願い致します。今西敦之

氏：黒島会長、吉田幹事、役員の皆様、半年間お疲れ様でござ 
いました。国際奉仕をさせて頂いておりますが、来年の 2/2 に国 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

際大会が開催されるであろうという予定のなかで、地区から世界

大会推進委員会の酒井委員長を招待させて頂きまして、卓話を

開催する予定でございます。今の段階では、事業計画のなかに

書いてあります台湾との交流とか世界大会推進というものがまだ

見えない状況のなかでやっていくしかないですが、まだまだ黒島

会長を支えながらやっていく所存でございます。国際委員の事業

につきましては、皆さんからご理解とご支援を頂きながらやってい

きたいと思っておりますので宜しくお願い致します。山下暢氏：し

ばらくコロナ禍が続いたなかで、久しぶりにこのような、以前には

なかった透明なつい立てはありますけれども、マスクをはずして食

事をしてお酒を飲む機会が戻って来たというのが非常に嬉しいこ

とかなと思います。一時期は、私どもの宴会場もどの部屋も真っ

暗で倉庫みたいになっていた次期もありました。今日こうやってこ

っちで宴会、向こうでも忘年会、そういう形が戻って来て良かった

なと、ぜひこのまま続いて欲しいものだなと思います。一年半から

二年くらい何をやってたんだろうというような次期がありましたけれ

ども、またこういう状態が戻ってきて嬉しいなというふうに素直に思

っております。先日、ＩＭ大会に参加させて頂きました。お陰様で

何とか発表を終えることが出来ました。You Tubu にまだ残ってお

りますので良かったらご覧ください。今日はありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------- ～ 忘年会風景 ～ ---------------------------------- 

本日のニコニコ：✩黒島剛氏：垣本徳一さま 入会おめでとうございます。✩上勢頭保氏：良いお正月が迎えられますようにお祈りいたします。 
✩南波正幸氏：垣本さん 入会ありがとうございます。会長、幹事あと半年です。ガンバロー ✩前木繁孝氏：黒島会長、吉田幹事 半年間お疲れ

様でした。垣本様ロータリー楽しんでください。✩森田安高氏：垣本さん よろしくお願いします！！✩宮城早人氏：垣本さん ご入会おめでとうござ

います。これからも宜しくお願いします。✩吉田貴紀氏：垣本さん 入会おめでとうございます。また、先日、総合旅行業務取扱管理者試験に合格し

ました。良いお年をお過ごしください。✩今西敦之氏：会員の皆様。今年もお世話になりました。来年もよろしくお願い申し上げます。垣本さま よう

こそいらっしゃました。✩新垣精二氏：垣本さん 入会おめでとうございます。夜間例会楽しみましょう。 

◆BOX￥20,000（累計￥187,450） ◆コイン￥4,133（累計￥38,899）合計￥226,349  

小林 昌道 氏 4 日（火）  新垣 精二 氏 6 日（木）  宮城 早人 氏 21 日（金））  

ミュージシャンのミヤギマモルさんと 
黒島会長の作詞作曲「タンポポ」いい曲でした♪ 

今西さん、南波さん 
マルチプルおめでとうございます。 

12 月のお誕生日・玉城さん、前木さん 
遠藤さん、砂川さんおめでとうございます。 

2 年ぶりの「忘年会」みんなが顔を合わせ交流ができとても楽しい例会でした。 


