
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ◆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  12 日（水） 第 15 回例会（通算 2920 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 

 
 

【 モモタマナ 】 

八重山では珍しい紅葉落葉樹クバデーサ。大きな葉と八方に広げる枝ぶりは日陰をもたらすため、校庭や公

園、沿道などに植えられることが多く、また、民謡の一節にも歌われ人々に親しまれています。巨木となるものの

山に自生しないため、建材としてはあまり利用されてきませんでした。最近では、木目の美しさから器などに加工

されたり、落ちた実を煮出して草木染の染料として使われるなど、可能性を感じる自然素材のひとつです。 
[資料協力：トマイ木工所] 

 

1 月のプログラム  1/12（水） ガバナー公式訪問オンライン例会  1/19（水） 休会  1/26（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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「一年の計は元旦にあり」ということで、皆さんの正月はどういった過ご

し方をしましたでしょうか。私は仕事だったんですが、初日の出を見に

行ってきました。そこでもちろん家族の分とロータリーの皆さんの分と

手を合わせ、また元気なクラブを作ろう！という決意表明をしてきまし

た。キーワードとして健康改善ということでアートホテル石垣島から川

良山まで取りあえず頑張って走ることができました。三日坊主にならな

いようにスポーツに力を入れていきたいなと決意表明したところです。

もちろん仕事も一生懸命しなくてはいけない状態なんですが、今日の

理事会でオミクロンの話が出まして、急激に増えてきて沖縄県の増え

方が異常だということで、プログラムもしたいことが沢山あるんですが、

前に進まない状況になって来ています。私が、与那国島の与那国中

学校と久部良中学校に太鼓を寄贈したいという 1/19 の訪問も出来な

くなるのかなと、いま不安な状態にあります。中学三年生は 3 月で卒

業しますので、焦りもありますが、最悪な状況も想定しまして、何名か

の役員だけで行くかという話も出ていますので、一転二転しますが皆

さんのご協力をよろしくお願い致します。例会もこの調子でいけば、出

来なくなる可能性まで膨らんできています。今後の動きも見ながらどう

いうふうに 1 月、2 月を乗り越えて行くかということを、皆さんと一緒に

考えていきたいと思います。私もあと 6 ヶ月しかありません。この 6 ヶ月

を十二分に頑張って行きたいと思いますので、皆さんの応援、お力添

えをよろしくお願い致します。 
 
新年あけましておめでとうございます。先ほどの理事会で決定したこと

を報告させて頂きます。オミクロンが沖縄県内に感染者が広まってい

るということもあり、橋本先生から少なくても 1 ヶ月は今の状況が続くで

あろうと言われていますので、メークアップを控えて頂きたいとのことで

したのでご報告致します。1/19 に予定しております与那国島の移動

例会ですが、このあと学校側とも連絡を取り、学校側が来て頂きたいと

いうことであれば、宿泊はなしで訪問、厳しいということであれば延期

の方向性も含めて調整させて頂きたいと思います。1/12 にガバナー

公式訪問が予定されておりましたが昨晩、松島ガバナー補佐から連

絡があり、コロナが増えてきていますので延期をさせて頂きたいという

事を言われております。ガバナー事務所とも相談するのですが、例会

はしつつＺｏｏｍで若林ガバナーに卓話をして頂くか、例会が出来な

ければ延期の方向でいくのかを相談させて頂き、決定次第ご報告さ

せて頂きたいと思います。 
 
玉城力氏：吉田幹事からございました 1/19 の与那国の移動例会につ 
いてですが、まだどうなるか決まっていませんが、少なくとも宿泊はな 

 
しということは決まりました。宿泊を予定していた方は、飛行機の予約

を翌日から当日に変更して頂ければと思います。離島割引でご利用

かと思いますが変更は可能です。Ｗｅｂでの変更が出来ない航空券で

ございますので、電話やカウンター等で変更して頂ければと思います。 
会長ノミニー挨拶：前原博一氏：前回の総会は仕事の関係で欠席し

ており、挨拶が遅れましたが、次々年度の会長を拝命することとなりま

した。仕事上どうしても余裕のない職場であり、本音としては会長とし

て毎週の例会に参加することは難しいだろうなと思っていました。私の

家庭内での話ですが、子供が 3 人いまして一番下が女の子です。そ

の女の子が中学一年生なんですが、女子なので女子の制服を着ける

のですが、衣替えをきっかけに学ランを着けたいと言われました。私

はこれまでの固定観念で女子なのに学ランを着けたら周りにイジメら

れるよと、固定観念だけでずっと反対していました。家族会を重ねて

重ねて、私は最後の最後まで認めるつもりはなかったんですが、最後

にどうしても学ランを着けたいという彼女の強い意志を確認して学ラン

にしました。本当は、心配で心配でいましたが、学ランを着けた彼女

に当日会いました。登校 2 日目から日々元気になって「お父さんあり

がとう」という言葉を聞いて、やはり固定観念というのが邪魔をしていた

んだろうというのを思うと、ロータリーの会長をすると仕事に支障をきた

すとか、出席とかにも制限がかかるかもしれない、そういった固定観念

を彼女に教えられたことがありましたので、私で良ければやるからには

会長として精一杯やりたいと思います。どうしても口下手なもんですか

ら、皆さんのように上手く話すことも出来ないですけれども、あと一年

半の期間でしゃべりの勉強もして、会長を務めたいと思っております。

皆さんの協力もお願いするかもしれませんがよろしくお願い致します。 
 
大浜勇人会長エレクト：皆さん明けましておめでとうございます。今年

は私が会長になる年ということでお参りをして手を合わせてきました。

長男が大学を卒業して去年の 4 月から就職していますが、久々に帰

って来て一緒にご飯を食べるという大変充実した時間を過ごすことが

出来ました。ただ、ビックリしたんですけどマニュウキュアをつけている

んですね。真っ黒な。ピアスもあけているしショックを受けましたが、オ

タク系の方向性なのかなと思います。次年度の動きでは、地区補助金

について去年からいろいろと仕込みを始めておりまして、今月末まで

の申請となっています。八重山特別支援学校に何かしらの寄贈がで

きたらいいなと進めて思おります。今年も石垣のため、日本のため、世

界平和のためということでロータリー活動を一生懸命頑張っていきま

すので宜しくお願い致します。 
松田新一郎副幹事：明けましておめでとうございます。副幹事なんで

すが、米山の委員長も仰せつかっておりまして、地区の方も米山委員

会に出向しており、昨年は米山ばっかり頑張らせて頂きました。もちろ

ん副幹事としても吉田幹事、黒島会長を支えるべく出来ることをやっ

てきました。特別寄付の割合が、あくまでも地区なんですが、当クラブ

には 30％目標ということでしたので、昨年で達成しておりますが、引き

続き皆様の特別寄付のご協力のほど宜しくお願い致します。地区の

米山に関しては、7月で 2年目になりましたが 3年目はないそうです。

今年あと半年ありますが、副幹事、米山委員長、地区の米山と一生懸

命突っ走って頑張りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 
前原博一社会・青少年委員長：私たち委員会は、新型コロナウィルス

で困っている人に支援をしようという形で、ガバナーからの希望もあり、

献血活動を推進しましょうということを行っています。実際に献血活動

といいましても、コロナの影響もありなかなか難しい部分もありますが、

 例会記録 1 月 5（水）第 14 回（通算 2919 回）年始の挨拶  

 

 
✩会員総数：46 名 出席義務会員数：45 名 

✩出席人数：29 名 欠席人数：16 名 出席率：64.44％ 

≪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 ：遠藤 正夫 

✩メ ー ク ア ッ プ：小林 昌道 

会 長 挨 拶： 黒 島 剛 

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆ 

◆ 年 始 の 挨 拶 ◆ 

◆ 会員・委員会からの報告 ◆ 



そんななかでもその活動を推進していかないといけないということで、

献血活動を推進していきます。石垣島では、献血に関して献血推進

協議会というところが扱っていまして、献血車が年に 2 回廻ってくるそ

うです。直近には去年の 11 月に行われましたけれども、今年は 5 月

頃に献血車が来ると思いますので、その時にはご案内をして献血に

関しての知識とかのものを広めていきたいと思っております。 
残りの半年間よろしくお願い致します。 
宮城早人職業奉仕委員長：皆さん明けましておめでとうございます。

新年を新居で迎えたんですけど、まあ落ち着かない。古い昔の家の

方が良かったのかなーと思いながらいました。モダン風に洋風にやっ

たもんですから、畳が恋しくて普通の板張りが恋しいというようなことも

あったんですけど、どうにか家族 7 名で新年を迎えさせていただく事

ができました。去年の思い出として、新築祝いで盛り上がったことがと

ても嬉しくて、また何かイベントを考えて呼びたいなという感じでいま

すので、またその時はいらして頂きたいなと思いますので、どうぞ宜し

くお願い致します。私、職業奉仕委員長に仰せつかっておりますけれ

ども、去年末にいろいろ話したなかでは、今西さんが国際をされてい

ますからタッグを組んで、台湾に行って台湾の企業を訪問という話も

出たりもしたんですけれども、オミクロンで夢が遠のいてしまって、とん

でもないという話になっていますが、ただ1月末には、工場を持ってい

られる会員企業さんでまだ訪問されていない方のところといえば、例

えば松林さんの石垣島精糖さんとかもあるのかなと思いますけれども、

それも大人数で行くのはまたはばかれてくるような情勢かなと思いまし

て、大変思案しているところです。6 月末までまだ時間もありますので、

そのなかでしっかりとしたイベントを開催させて頂きたいと思います。 
どうぞ今年も宜しくお願い致します。 
今西敦之国際奉仕委員長：皆さん新年あけましておめでとうございま

す。私ども年末年始は従来通り店舗が営業しておりますので、さほど

新年を迎えた変わったということはございません。相変わらず日々同じ

ような日常を繰り返しており新年を迎えたわけですが、少し変わったこ

とと言いましたら、愛犬が 2 匹いまして、上の女の子の愛犬ですが 3
歳になり大人になったのか、実に愛らしく私の部屋のベッドの横で寝

るようになりました。親馬鹿と言いますか、とてもそれを嬉しく思う日々

でございます。ロータリーの事につきましては、コロナ禍のなか、活動

計画では、姉妹クラブの大東東、台北大同クラブを春先に訪問する予

定もしていましたが、先行き不透明な状況のなかで今後この計画もど

のようになるかまだ分かっておりません。随時、そのような状況が来ま

したら皆さんにお願いするかもわかりませんので、その時はご支援の

方宜しくお願いします。ヒューストン世界大会に 8 名の登録がございま

して、昨年の 12/14 に無事に登録は完了しております。ただこのような

状況のなかで世界大会が実際にリアルで開催されるかどうかも不透明

な状況ではございますが、まだまだ世界大会の受付はやっております

ので、ご参加される方につきましては事務局の方までご連絡頂けたら

と思います。本日のロータリーの友の 14P にヒューストンの案内も載っ

ておりますのでご興味のある方はご一読頂けたらなと思っております。

2/2 に第 2580 地区の世界大会参加推進委員長をお招きして卓話を

する予定でございますが、これもコロナ禍のなか先行き不透明な状況

になってまいりました。今後、国際奉仕としましては、外に出す事業が

多々ございますので、その辺も会長また理事会で諮りながら活動を進

めて行きたいと思います。本年も一つ宜しくお願い致します。 
南波正幸ロータリー財団委員長：明けましておめでとうございます。私

事では、仕事が途切れなかったという事で、今年も引き続きそういう状

態でいけたらいいなと思っております。また、財団としましては、昨年

にポール・ハリス・フェローに今西さんと私が頂いたんですけど、あと 3
年もしたら全員がＰHF を獲得出来るようになります。一人 250 ㌦寄付

ということを前提に今年はやっていますので、それに関してもあと一人

1 万 5 千円をポチ袋に入れて寄付して頂ければ有り難いなと思いま

す。今年度あと半年ですけど、寄付の方は快くお財布を開いていただ

きたく宜しくお願い致します。 
玉城力 SAA 委員長：明けましておめでとうございます。航空会者でい

いますと年末年始は、ご利用もかなりありまして大変忙しい年末年始

でありました。ありがとうございました。これからは少し影響出てくるであ

ろうなと思いつつ少し心配しながら過ごしている毎日でございます。個

人的な話をさせて頂くと、今年の年始めに白保の海岸に夜明け前に

行きまして、三線の教室に通わさせて頂いていますが、そこの皆さん

で海岸で演目をするという行事に参加をさせて頂きました。少し曇っ

てはいましたが、踊り手もいまして今年新成人の方が踊っている時に

ちょうど雲の切れ間から太陽が出てその子にスポットが当たるような感

じで、とても感動して素晴しい時間だったなというふうに思いました。

新成人の門出に相応しい日の出だなと感じた次第です。今日の午前

中に平良海馬選手のサポートをさせて頂くことになって、石垣市長に

表敬訪問をさせて頂いて一緒に行ってきました。注目度もあり、多くの

マスコミの方に来て頂きました。平良海馬選手に市民栄誉賞の授賞

式にも参加させて頂いて、そこでも満面の笑みを見させて頂いたなと

思って過ごしています。今後またオミクロンが感染拡大し始めていると

ころで、いい話題が少しまた暗いふうになって来たなと思っています

が、SAA の司会進行のなかでも、例会が出来ないこともあるかと思い

ますが、これからも例会が出来て皆さんとご一緒に懇親が出来ればな

というふうに願っております。我々も注意して感染防止を徹底して過ご

していきたいと思っております。委員会ではまだ一度も個別に飲み会

もさせて頂けていないのが少し気になっておりますので、タイミングも

みて SAA の皆さんとも懇親を深め、あとの半年を活動出来ればと思

っております。本年も引き続き宜しくお願い致します。 
新垣精二プログラム親睦委員長：明けましておめでとうございます。私

も委員会が開けていないのがとても心苦しく思っているところですが、

新年は頑張っていきたいと思います。プログラム委員長って大変です

ね。そのなかでも会長と約束した市長の卓話と会長の「タンポポ」が聞

くことが出来たのは良かったなと思っています。もう一つは大濵達也

商工会会長の卓話が頂けておりませんので、ぜひお願いします。沢

山のゲスト卓話、ANA の宮脇さんとかいろいろと考えていましたがコ

ロナ禍で出来なかったのが非常に残念かなと思っています。また 2 月、

3 月と変動等がありますけど、皆さんの力を借りながらいいプログラム

が出来るようにやっていきたいと思っていますので、宜しくお願い致し

ます。1 月と 2 月はある程度決まっていて安心していましたが、まだま

だ流動的で分かりませんので宜しくお願い致します。また、急なお願

いにも関わらず卓話を引き受けて頂いた皆さんありがとうございました。 
遠藤正夫会員選考委員長：個人的には元旦早々、恒例の遠藤家の

飲み会をしました。そこに会員増強の和広君を呼んで延々と作戦会

議をしました。遅くまで飲んで楽しい時間でした。皆さんもやはりコロ

ナでいろいろとストレスも溜まっていたのかなと思うほど、近年になくと

っても盛り上がった新年会でした。今年はいけそうだなと思っていたら、

いきなり 600 人増で緊急事態宣言をするのかなという雰囲気ですが、

何とか落ち着いてロータリー活動も出来たらいいなと思っております。

私どもは、審査をする立場でありますので、ぜひ会員増強の委員会か

ら私どもの委員会に仕事をください。宜しくお願いします。 
東上里和広会員増強委員長：明けましておめでとうございます。旧年



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

中は大変お世話になりました。遠藤委員長が仰っていました通り、1
日より楽しく今後どうやってロータリークラブというのをやっていくか、

進めていくかという話で盛り上がりながら、その話も含めて会員増強の

話になっていたと思っております。本年度の会員増強の決意は、二つ

ほどございます。副委員長の大田さん、宮良薫さん、伊盛さん、宮城

隆さんを含めてパワーあるメンバーで絶賛会員募集中であります。一

つは 50 名を目指して会員を増やしていくという会長の思いがあります

ので、それに従いながら会員増強を進めていますけれども、幸いに暮

れの忘年会に毎日新聞社の垣本さんが入会していただきました。フレ

ッシュな話題としては今年度始めからピックアップして目星をつけてい

る方々をアプローチしていたんですが、昨晩、仁開さんから連絡があ

り、大きな一つの後押しをしてもらって、いま推薦のほうまでようやく進

める事ができています。今年度あと二人は確定かなと思っています。

引き続きオープン例会もありますので、候補者としてロータリーに相応

しい人材を発掘しながらしっかりとサポートして入会して頂くように頑

張りますので、本年度も引き続き宜しくお願い致します。 
山下暢公共イメージ委員長：新年明けましておめでとうございます。

昨年の年度が始まる時に掲げました目標、皆さんのご理解ご協力で

ほぼほぼ上手く進んでいるのではないかと今は思っております。ただ

委員会が一度も開けていないところは残念だなと思っております。年

末年始、皆さんもお分かりだと思いますが、結構な数のお客様が島に

お越しになりました。12/31 こちらのホテルには約 450 名超えるぐらい 
のお客様がお泊まりになりまして、ちょうどこの舞台、会場全面でカウ

ントダウンをして、仲田かおりさんの歌と大川獅子保存会の獅子舞で

本年を迎えました。今年はせっかくそこそこ人を集めてもいいような雰

囲気でしたので、景気付けにと思いまして、カウントダウンの時に左右

から大きなクラッカーを二人がかりで左右から 0 時と同時にクラッカー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を鳴らしました。値段が 1 本 1 万円。今年もぜひやってみたいなと思 
いますので、合計 2 本 2 万円のクラッカーが見てみたいと思う方はぜ

ひお越しくださいませ。公共イメージ委員会、一点だけお話させて頂

きます。2021 年度いろいろさせて頂きました。フェイスブックにもいろ

いろと力を入れてまいりました。IM 大会でもお話をさせて頂きました

けれども、ページに対して“いいね”を押して頂くとか、フォロワーにな

って頂くとか、そういったアクションは数字として残ります。2021年1月

度の比較で、ページへの“いいね”が 152 名だったのが今は 342 名、

フォロワーが 155 名だったのが 436 名と結構な数で増えてきました。

それが例えば何かというと、この週報の表紙の【島素材の産物】これは

毎週フェイスブックに載せているんですね。これを会員 30 名から 40
名の会員だけが見ているのではなくて、全国で 400 名から 500 名ぐ

らいの方々がいまこの記事を見ているというような状態まできておりま

す。いろいろなものを発信して公共イメージのＵＰもしくは、ロータリー

クラブへの理解と協力を深めていきたいというふうに思いますので、ぜ

ひとも私どもの HP もしくはフェイスブックを拡散して頂けると有り難い

と思います。今年もどうぞ宜しくお願いします。 
吉田貴紀幹事：昨年は私の後厄がやっと終わりました。後厄ながらも

自粛期間中に一つ料理が好きになりまして、自粛期間に陳健一が作

る麻婆豆腐をＹｏｕＴｕｂｕで見ながら、スーパーで買えるような食材を

使って本格的な中華を作るということで、麻婆豆腐をよく作って得意に

なりました。機会がありましたら皆様の前で披露させて頂きたいと思い

ます。幹事としましては、本当に皆様の暖かいご理解とお支えのお陰

で何とか半年させて頂きました。あと半年の折り返し地点になります。

オミクロンもありますので、環境の変化もしっかりと臨機応変に対応し

ながら黒島会長のもとでしっかりと頑張っていきたいと思います。 
どうぞ宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

本日のニコニコ：✩黒島剛氏：新年あけましておめでとうございます。元気あるクラブづくりに頑張ります。今年一年よろしくお願いします。 
✩米盛博和氏：70 代になりました。人生が楽しみだ（笑）✩上勢頭保氏：おめでとう御座います。令和 4 年度が平穏な１年でありますようお祈りいた

します。 ✩宮良榮子氏：明けましておめでとうございます今年もロータリーにとって良い年でありますよう感謝✩南波正幸氏：明けましておめでとう

ございます。今年もよろしくお願いします。今年こそは減量成功したいと思います。✩上原晃子氏：あけましておめでとうございます。手に手つない

で輪になって 今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。✩前木繁孝氏：新年明けましておめでとうございます。会長始め役員・会員の皆様のご多

幸をお祈り申し上げます。✩宮良薫氏：新年明けましておめでとうございます。新年号広告ロータリー会員の方に沢山いただきありがとうございま

す。本年も宜しくお願いします。✩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いたします。✩大田次男氏：今年は穏やか

な年でありますように！✩宮城早人氏：皆様の企業の益々のご発展と皆様のご健勝ご活躍を祈念します。✩東上里和広氏：明けましておめでとうご

ざいます。今年は新たなチャレンジを始めます（ドラム）✩松田新一郎氏：今年１年よろしくお願いいたします。米山も引き続き頑張ります。✩今西敦

之氏：あ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。新川会員、昨日はありがとうございました。✩新垣精二氏：新年あけま

しておめでとうございます。✩西表浩司氏：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します。✩新川正人氏：今年もヨロシクお願いし

ます。✩橋本、大田、西表、山下、薫、東上里：今年もよろしくお願いします昨年の飲み会の残りをニコニコします。 
◆BOX￥20,000（累計￥207,450） ◆コイン￥3,463 （累計￥42,362）合計￥249,812  

残り半年間、よろしくお願い致します。 


