
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆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） 4 月  6 日（水） 第 21 回例会（通算 2926 回） 

今月のロータリーレート 1$￥122 

 

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 

 
 

 
【 稲わら 】 

暖な気候を活かした稲の二期作。内地では珍しくなった農法も、ここ八重山では毎年の風物詩のひとつです。

以前は全国各地でも見られた収穫後の藁を使った道具作り。特に藁ひもや蓑などの製作は農閑期の重要な作業

のひとつでした。しめ縄などの神事でも使われることからも生活に密着した素材だったといえます。民具作りの技

術を使い干支飾りや玩具などにも生まれ変わります。限られた物資の中で先人の知恵が垣間見れます。 
［資料協力：大里売店］ 

 

4 月のプログラム 4/6（水）ゲスト卓話：川松保夫様 4/13（水）若林英博ガバナー訪問 4/20（水）ゲスト卓話：土城勝彦様 

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 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
先週ですが、会員の森田安高さんのお母様お亡くなりにな

りましたので、石垣ＲＣを代表して代表焼香をして来ました。

ご冥福をお祈り申し上げます。3 月最後の例会になります。

私もあと 3 ヶ月で会長を終わろうとしています。地区大会の

案内も来ていますので、そろそろだなと何となく感じていま

す。3/16（水）に 17 名の皆さんと与那国島で移動例会を行

って来ました。子供たちの太鼓の演舞も観させて頂き、非常

に感動して帰って来ました。また、与那国島が始めてという

方もいらっしゃったので、観光しながら和気あいあいと記念

写真も撮りながら、また今の状況が難しいなか自衛隊にも訪

問させて頂きました。地域に取り込んだ自衛隊だなというふ

うに感じました。補助金事業は、昨年から実行しようとしてい

るなか、コロナで延びていましたので、終わってホットしてい

ます。携帯で映像も撮ってありますので、4 月のどこかのタイ

ミングで見せたいなと思っております。また、4月の 2週目に

若林ガバナーが石垣にお見えになります。4/13 が例会なの

で、その日は夜間例会でお招きできたらいいなと思っており

ます。プログラム委員長、その辺はよろしくお願い致します。

昼間に吉田幹事と観光しながら石垣島も見せたいと思いま

す。若林ガバナーと松島 G 補佐ともいろいろなお話が出来

るタイミングがありますので、よろしくお願い致します。今週

に、新入会員が一人また入ります。そして来月にも入会者

の予定もありますので、皆さんよろしくお願い致します。 
 
先日の与那国での移動例会、本当にありがとうございました。

皆様のご協力を頂いたお陰で、黒島会長が期待していまし

た、補助金の事業が無事に終えることが出来ました。本当

にありがとうございました。地区大会のご案内が届いており

ます。5/31（月）に開催されます。登録につきましては、4/8
の 13 時必着ですが、事務局でまとめて登録するに当たり

4/7（木）までに出欠のご連絡をお願い致します。場所は、ホ

テルニューオータニです。こちらも沢山のメンバーで行きた

いと思いますので、よろしくお願い致します。毎年、岩手県

北上 RC と特産品の交換をしておりますが、事務局から北

上RCへ例会状況の確認をしたところ、2月も休会しており、

例会の出席者の人数も減っているとのことでした。岩手県も

感染者数が増えており、下げ止まりの状況のようです。この

ような状況のため、コロナが収束したあとに特産品の交換を

再開しましょうとのことでしたので、会長とも相談したところ、

今年度は見送ることといたしましたのでご報告いたします。 
 
松尾和彦氏：皆さんのお手元にフライヤーがいっていると思

いますが、「えんとつ町のプペル」という映画を石垣島の子

供たちに無料で観せるというイベントをやっています。去年

は宮古島でやっていましたが、石垣島でもやっと出来るよう

になりました。話としては、大人が観ても結構面白くて、子供

がどうやって成長して行くかという映画になっています。かな

りお勧めです。もし良かったら観てみてください。18 歳以下

は無料となっております。 
 
私は、石垣 2 丁目で建設業、玉吉建設という会社をやって

おります。石垣に来て 54 年目を迎えました。私は来年から

還暦になってしまいますけれども、会社の方も息子が手伝

ってくれるようになったので、前からロータリークラブの活動

に関心を持ち、小林住職からも薦められて、ぜひ一緒にロ

ータリークラブの活動をしないかということで推薦をして頂き、

今日の運びとなっております。これまでは、会社の事ばっか

りで、建設業協会のことばっかりで、なかなか世間を知らなく

て、皆さんのいろいろな活動を見させていただいて、ぜひ私

も微力ながらロータリーに入会し、少しでも地域貢献に頑張

れるようにと入会させて頂きました。未熟者ですが、私に出

来ることがあれば何でも頑張りますので、ぜひご指導ご鞭撻

を宜しくお願い致します。今日は、ありがとうございました。 

 
新垣精二プログラム委員長：休会等があってなかなか予定

通りには行かなかったですが、4 月の卓話者も決まっていま

すので、5 月のプログラムに向けて頑張って行きたいと思い

ます。あとは、オープン例会も残っていますので、オープン

例会のリベンジに向けても進めて行きたいと思います。また、

4 月に予定していた宮古島ＲＣとの交流会や、職業奉仕委

員会の活動もまだ残っていますので、6 月に向けて進めて

行きたいと思います。先ほど、若林ガバナー訪問の日は夜

間例会と聞いておりますので、4/13（水）は夜間例会の出席

方、よろしくお願い致します。残りの 3 ヶ月間、引き続き皆さ

んのご協力をお願い致します。 
山下暢公共イメージ委長：公共イメージ委員会活動計画に

関しまして、進捗状況報告致します。 フェイスブックについ

て。ロータリーやその活動を知って頂く為に、興味を引くで

あろう、八重山の情報を織り交ぜての投稿を続けている成

果もあると思いますが、訪問者が順調に増えてきております。

会 長 挨 拶： 黒 島 剛 

✩総会員数：48 名 出席義務会員数：47 名 

✩出席人数：32 名 欠席人数：15 名 出席率：68.08％ 

≪司会進行：玉城 力≫ 

✩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 ：前木 繁孝 

✩メ ー ク ア ッ プ：森田 安高 新 賢次 

 例会記録 3 月 30（水）第 20 回（通算 2925 回）移動例会：入会式並び各委員会から活動進捗状況報告  

◆入会のご挨拶：玉吉 秀庸 氏 ◆ 

◆ 会員・委員会からの報告 ◆ 

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆ 

◆各委員会から活動進捗状況報告◆ 



1 月にもお話致しました数値のその後です、ページへの「い

いね!」が、１月 342 名→現在 407 名。「フォロワー」が 1 月

438 名→現在 505 名今般、是非見て頂きたい投稿として、

先日の与那国の中学校への太鼓寄贈プロジェクトについて

投稿致しました。この投稿に関しての閲覧人員は、現在

466 名です。466 名の方が、直接、石垣ロータリーの fb を

通じて私どもの与那国プロジェクトを知って頂いたことになり

ます。 次は可能性の話ですが、私どもの投稿を、岡崎南ロ

ータリークラブのご担当の方がシェアという方法で拡散して

頂いています。「フォロワー」270 名です。 このシェアという

拡散手法は、その他でも使用しております。「ロータリークラ

ブメンバー・ロータリアン（関係者含）の情報交換」というメン

バーが 3180 人いる fb のページに与那国プロジェクトの投

稿を致しました。「石垣島、竹富島、宮古島が大好き  波
照間、小浜、鳩間島もね」というメンバーが 1.7 万人いる fb
のページに与那国プロジェクトの投稿を致しました。どれくら

いの方々が見られたかは定かではありませんが、これだけ

でも、合計で 21000 人ぐらいの方に、石垣 RC が与那国の

中学校へ太鼓を寄贈したという事実を知って頂いた可能性

があるということを報告させていただきます。 
玉城力会場監督・出席委員長：私どもの委員会には、新しく

入会された方が私どもの委員に任命されておりますけれど

も、人数が増えているなか、なかなか委員会のなかの活動

がうまくいけておりませんで、現在は、例会の進行だけに止

まっております。あと 3 ヶ月間のなかで委員会での交流をし

ていきたいなと思っております。是非、引き続き宜しくお願い

致します。それから、先ほどからいろいろご報告されていま

す与那国の移動例会につきましても、17 名の皆さんで移動

例会をさせて頂いて成功裏に終わっており、こちらも皆さん

のご協力のお陰だと思っております。 
大田次男副委員長：東上里委員長が出張で不在ということ

で代わりに報告致します。会員増強メンバーは 5 名です。

委員長ほか、私、宮良薫さん、伊盛さん、宮城隆さん、この

メンバーで取り組んで来ています。今年度の増強目標数は

5 名という事でありました。その目標に対しての実績は 3 名

で、垣本さん、玉城さん、玉吉さんの 3 名は入っています。

あと 2 人についても推薦を依頼中でありまして、会員増強に

つきましては非常に細かく諸先輩の助言ももらいながら丁寧

に推薦をさせて頂いております。委員会としましては、概ね

これまで 4，5回ほどの回数で集まって会員増強についての

相談会をしております。また、会員増強につきましては、職

種をもちろんバランス良くということもありますけれど、職種の

バランスを考えて声掛けをしてもなかなか上手くいかない事

もありま。今年度内には、あと 2 名の方を理事会に提案させ

て頂きますので、皆さんの方でも、ぜひ審査していただきま

して、今年度 5 名の目標達成まで宜しくお願い致します。 
遠藤正夫選考委員長：増強委員会からもコメントがありまし

たが、今年度に入って 3 名の方が入会されました。委員会

としても問題ないとして理事会に上げて承認されております。

あと 2 名の方の推薦が上がっております。選考委員会では

問題なく上げますので、来週の理事会にかけたあと、会員

の方にも行くと思いますので、ぜひ宜しくお願い致します。

これで今年度の目標達成です。次年度も、人数の目標を立

てて頑張って欲しいと思います。 
宮城早人職業奉仕委員長：各会員の企業を回って企業の

仕事ぶりを見るというのもずっと考えていますけれども、いく

つか候補が挙がっていて、その中で絞り込んでやって行こう

と思っております。昨日、たまたまある会合でお話した時に、

海保のほうの船に乗るのはどうかというような話もありまして、

こちらはいろいろと調整が必要なところもありますけれども、

残された 3ヶ月でしっかり調整して、いい形で職業奉仕の仕

事を締めて行きたいと思います。 
前原博一社会・青少年奉仕委員長：私たちの委員会は、な

かなかコロナの影響もありまして委員会が持てなくて、ご迷

惑をかけていますけれども、小林さんだけからは、委員会は

いつやるのと声がかかっていましたが、なかなか委員会が

持てませんでした。ただ奉仕活動として、残り 3 ヶ月あります

ので、前回もお話した通り、献血活動を推進しようという事で、

その目標があります。5 月には献血車が来ますので、協議

会と連携が出来たら、その献血に対して協力できるんでは

ないかなと思います。その 1 本を残りの 3 ヶ月のなかでやっ

ていきたいと思っております。 
今西敦之国際奉仕委員長：兼ねてから国際奉仕員会の活

動のなかで世界大会の参加というところで、テキサス州ヒュ

ーストンの世界大会が 6 月に開催されますが、当クラブより、

8 名のエントリーがございました。しかしながら、会長と執行

部等々で相談させて頂いきました。また、エントリーされてい

る会員の皆様に確認しました結果、今回はクラブとしての国

際大会の参加は断念しようと決まりました。ただし、世界大

会につきましては、ロータリアンそしてロータリーファミリーは

出る権利がございますので、どうぞ会員の皆さまのなかでヒ

ューストンに参加したいという方がいらっしゃいましたら、国

際奉仕が持っております情報を共有したいと思いますので、

ご連絡下さいましたらお伝えさせて頂きます。活動奉仕のな

かにございました、バギオ基金の勉強会というところでござ

いますが、現在プログラム委員長と相談しました結果、5 月

25 日に予定が空いているという事でございます。現在、地

区に問い合わせている段階でございますが、決定ではない

んですけれども、オンラインでバギオ基金の勉強会が出来

たらなということで計画しております。以上、その 2 点をご報

告させて頂くとともに、長らくここ数年、開催しておりません

でした、モアイにつきましても、コロナ禍のなか徐々に活気

が出てきておりますので、次年度の大浜年度に景気付けの

ために、次年度の国際奉仕委員会と今年度国際奉仕でモ

アイを企画出来たらなということで考えております。また、決

まりましたら皆さんにお伝えさせて頂きたいと思います。 



松田新一郎米山委員長：昨年から多数の皆さまからご寄付

を頂きましてありがとうございます。私は、地区の米山のほう

にも出向しておりますが、おかげさまで特別寄付、地区の目

標 30％以上というのを達成させて頂きました。ありがとうござ

いました。残り 3 ヶ月なんですが、引き続き特別寄付のお願

いをするかもしれませんが、よろしくお願い致します。 
南波正幸ロータリー財団委員長：ロータリー財団の当初に

掲げた目標としては、全員から寄付をということでしたが、な

かなか委員会を回ることが出来ず、今のところ寄付して頂い

た方は、今西さん、大浜勇人さん、松田さん、仁開さんと私

の 5 名程度となっております。また来月いらっしゃるガバナ

ーも財団の方に力を入れているということもありまして、出来

れば会長、幹事と委員長にあと 1 万 8 千円ほどをお願いし

たいと思います。一人、280 ㌦が目標なので、100 ㌦は会

費の方から出させて頂いていますけど、あと 180 ㌦を、どう

ぞ皆さんのポケットマネーから出して頂けますよう、宜しくお

願い致します。 
橋本孝来危機管理委員長：進捗状況というよりも現状を少 
しご紹介したいと思います。最近の傾向としては、ワクチンを

2回打ったけれども濃厚接触によって発熱とか喉の痛み、そ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ういう症状で発症していることが多いようです。3 回打った人

でかかった人はいません。あとワクチン未接種、年齢が若い

人が多いんですが、感染経路がぜんぜん分からないんで

す。本当に市中だろうと思いますが、そういう二パターンが

目立っているように感じています。一年前の 60 周年をやっ

た頃に比べると随分と不安感が減って来てきて、多分ウイル

スに対する情報というのが非常に出てきたというのと、もう一

つはやっぱりワクチンですね。昨年の 10 月までのコロナに

よる死亡率と今年の 1 月以降の死亡率を比べると 30 から

40 分の一くらいに減少しています。そういう点で社会不安と

いうのが拭われているのではないかというふうに感じていま

す。今後は、ＲＣとしてどういうふうにして行くかというのは理

事会で協議してもらうんですけれども、例会に参加する、メ

ークアップに行く或いは迎え入れる、これまでは閉じていた

わけですけれども、閉じ続けるのかどうか、それがどれくらい

の効果があるのか、というところを判断して頂ければと思い

ますが、タイミング的には今、非常に不安定の要素が多い

時期ではありますので、次回等で会長以下に諮って頂けれ

ばいいのかなと思います。また随時、意見を述べさせて頂き

ます。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新賢次氏 2 日（土） 大城文博氏 25 日（月） 新川正人氏 25 日（月） 大本綾子氏 28 日（木） 

----------------------------------- ～ 例 会 風 景 ～ -------------------------------- 

本日のニコニコ：✩黒島剛氏：玉吉秀庸さん、入会おめでとうございます。玉吉秀庸氏の入会を歓迎いたします。✩南波正幸氏：昨日 65 歳にな

りました。これからもよろしくお願いします。✩前木繁孝氏：玉吉さん、入会おめでとうございます。ロータリー楽しんで下さい!!✩遠藤正夫氏：玉

吉秀庸さん入会おめでとうございます。✩橋本孝来氏：珠玉吉さん 入会おめでとうございます。✩大浜勇人氏：玉吉様、入会ありがとうございま

した。玉城一吉様 これからよろしくお願いいたします。✩大田次男氏：おかげさまで母が元気でカジマヤーを迎える事が出きました。✩宮城早

人氏：玉吉さん入会おめでとうございます。✩今西敦之氏：黒島会長、竣工おめでとうございます。大浜エレクト、吉田幹事、山下委員長、宮城

委員兆、松田委員長お世話になりました。✩新城永一郞氏：玉吉さん、入会おめでとう。✩松田新一郎氏：玉吉さん、ご入会おめでとうございま

す。米山寄付も引き続き皆様お願い申し上げます。Ｐ.Ｓ.昨日のお釣り入ってます。✩新垣精二氏：玉吉さん、入会おめでとうございます。同級生

が増えて嬉しいです。 ◆BOX￥16,000（累計￥244,450） ◆コイン￥3,496 （累計￥51,452）合計￥295,902  

ご入会おめでとうございます。 大浜勇人氏 ＰＨＦ 仁開一夫氏 ＰＨＦ＋1 

 玉吉 秀庸 氏 
会 社 名：株式会社玉吉建設  
役  職  ：代表取締役 
職業分類：建設業 
生年月日：1963 年 9 月 29 日 


