
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のロータリーレート 1$￥122 

 

 ◆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  20 日（水） 第 23 回例会（通算 2928 回） 

4 月のプログラム     4/20（水）ゲスト卓話：土城 勝彦 様    4/27（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 
 

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 

 
 

 
【 長命草 】 

セリ科の多年草ボタンボウフウ。島のあちらこちらで見ることができ「長命草」の呼び名で知られています。伝統的

な島野菜としても親しまれてきた野草ですが、最近はパワーベジタブルとしてその成分に注目が集められています。ビ

タミン、カロチン、ポリフェノールなどを含有し、LDL 抗酸化活性が高いことも確認されています。海岸沿いの岩場など

の厳しい環境で自生する生命力溢れる植物で近年は健康食材としても栽培されています。［資料協力：株式会社資生堂］ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
若林ガバナーは、宮古島ＲＣでガバナー公式訪問を終えて

石垣島へ入っていただきました。また今日は朝から竹富島

へ行って水牛車に乗って、戻ってから川平湾を見て帰って

来た次第でございます。あっちこち連れて行きましたのでお

疲れかもしれませんけれども、今日は卓話をよろしくお願い

致します。また今日は、5 名のゲストの皆さんに来て頂きまし

て、大変嬉しく思っております。若林ガバナーの方針で、会

員増強という目標がありますので、私も一人一人に声をかけ

て、各委員会も一人でも多く入れていただくために頑張って

頂きました。現在、あと二人入る予定があり、今のところ 5 名

の増員となります。そうすると石垣 RC は 50 名の会員数にな

ります。ガバナーのお話を聞いて、今日いらっしゃっている

皆さんが入りたいなという気持ちになれば楽しいなと思って

おります。卓話を聞いたあとは、夜の例会ということもあります

ので、お酒も出ますので和気あいあいと楽しいオープン例会、

夜間例会が出来たらいいなと思っております。  
今回、ガバナーの凄いスケジュールの中、私の我が儘で、

松島寛行ガバナー補佐には絶対に石垣島にガバナーを連

れて来てくださいと約束をしていて、今回来ていただくことが

出来ました。また、楽しいロータリーの話や勉強が出来ること

に嬉しく思います。昨日の食事会のなかで、2580 地区はど

ういう立ち位置ですか？と質問したところ、日本全国にガバ

ナーが 34名いるなかの 2580地区はどういうのは、凄いレベ

ルの高い上の方にいて、沖縄分区として我々もその 2580地

区に参加出来ていることは非常に良かったなと思いました。

若林英博ガバナーは控えめなガバナーで、今回いろいろと

勉強させて頂きました。今日は、強引にオープン例会をしま

したが、入っていただけると約束したメンバーもいて本当に

良かったなと思っています。ガバナーがやりたかった事は全

部やって来ています。オープン例会も出来て嬉しいなと思っ 

ています。あと 2ヶ月間ちょっとの会長職です。頑張って行き

たいと思いますのでよろしくお願い致します。 
 
こんばんは。今日は、若林英博ガバナーと松島寛行ガバナ

ー補佐をお迎えしての例会で大変嬉しく思っております。あ

りがとうございます。幹事からの報告ですが、那覇西 RC より、

創立 60 周年記念式典・祝賀会のご案内が届いております。

日程につきましては、6月 18日（土）16時から登録開始、16
時半から記念式典、18 時に祝賀会となっております。場所

は、沖縄ハーバービューホテルとなっております。ぜひ多く

のメンバーで行きたいと思いますのでスケジュールの調整を

お願い致します。それから、地区大会の登録期限は終わっ

ていますが、当日登録も可能でございますので、スケジュー

ルの調整が出来そうな方は事務局までご連絡のほど、宜しく

お願い致します。現在 17 名のお申し込みを頂いております。 
 
 
石垣 RC のほか 5 クラブを担当しております。何とか皆さんと

懇親を深めながら務めをいま行っているところでございます。

黒島会長から再三電話で若林ガバナーをぜひ連れて来てく

ださいというような事を前に約束をしまして、今日達成致しま

した。ガバナーありがとうございます。昨日、宮古島ＲＣの公

式訪問を行いました。それが 70 クラブの最後のガバナーの

お務めということで思い出になる有意義な訪問になったと思

います。石垣島に着きましたら吉田幹事がお迎えに来て、石

垣 RC が 50 名になったということで、本当におめでとうござ

います。そしてオープン例会のご盛会に心からお祝い申し

上げます。我がクラブ 70 クラブのうちの 50 名のクラブはいく

つあるのか数えましたら、在京で 10 クラブ、沖縄は那覇 RC
と那覇西 RC の二つ、70 分の 12 しかなかったんですけれ

ども、石垣 RC が 50 名ということで 13 クラブということです。

数だけではないんですが、やはり勢いを感じます。地区大会

にも 17，8 名の方が行かれるということで、大変頼もしく感じ

たことでございます。本日は、青年会議所の後輩たちがゲス

トとしていらっしゃっていまして、ようこそ石垣 RC へお越し頂

きました。ぜひ早めの石垣 RC へご入会をお待ちいたしてお

ります。私も 1996 年ですからもう 26 年前に那覇青年会議

所に入っていて、理事長もやりました。奉仕・修練・友情、JC
の素晴しいところは理念があるところですよね。「明るい豊か

な社会を築き上げる」という理念のもとで、我々同士が集まっ

て JC 運動をやりました。私も理事長をやらせて頂いて、

200％やったんじゃないかなと、今日の後輩たちと同じぐらい

やったんじゃないかなと思います。当時はグローバルトレー

ニングスクールとかいって全国から数万の JC のメンバーで

アジアに出かけて恵まれない環境にある子供たちのために

ボランティアをやりました。沖縄地区はタイに行きましたね。

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：23 名 欠席人数：24 名 出席率：48.94％ 

≪司会進行：新垣 精二≫ 

✩ロータリーソング：手に手つないで 四つのテスト 

✩ソングリーダー ：山下 透 

✩ゲ  ス  ト   ：若林英博ガバナー・松島寛行ガバナー補佐 

黒島栄作様・新里裕樹様・平得脩一郎様 

          国仲恵亮様・宇根底師様 

✩メ ー ク ア ッ プ：宮良 幸男 

 例会記録 4 月 13（水）第 22 回（通算 2927 回）若林英博ガバナー訪問卓話並びオープン例会・ガバナーを囲む親睦会  

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆ 

◆ロータリーの魅力について◆ 
松島寛行ガバナー補佐（那覇西 RC） 



いまでも蘇ってまいります。ロータリーには 42 歳で入りました。

そこで出会った頭を殴られたような理念が一つございました。

ロータリーとは、職業を通して奉仕活動をする団体であると、

職業奉仕の理念ですね。これに私は非常に感銘を受けまし

た。職業奉仕はロータリーも目的にもございますけれども、

我々は職業人ですから各自の職業を高潔なものにする。職

業上の高い倫理基準を保ち、そして社会に奉仕しようと、ロ

ータリーの理想、模範を職場においては、従業員あるいは同

業者、そういう人たちに示そうじゃないかということで社会奉

仕をしようという、その理念に大変感銘を受けました。石垣

RC の会員の大濵達也さんが商工会議所の会長をされてい

ますけれども、ロータリーの職業理念をそういうところで発揮

されていると思います。同業者、業界の真意、品位を高める

ことも大きな仕事ですけれども、我々そういった同業、業界の

リーダーバックボーンには、ロータリーの精神があるものだと

思いますし、私の仕事にもロータリーの職業奉仕の理念でご

ざいます。1905 年にシカゴの方でロータリーが出来まして、

もう 100 年以上が経ちます。世界では約 120 万人のメンバ

ーございます。日本では 2,300 のクラブがございまして約 9
万人のメンバーがいます。基本理念のもとにあるのが奉仕、

そして親睦、多様性、寛容性そして高潔性リーダーシップ、

これに我々はいろんな行動を行っています。親睦に関して

はこういった例会もござますけれども、この間、石垣 RC が与

那国に行きまして、与那国島の中学校 2 校に伝芸能の継承

ということで伝統太鼓を寄贈されて子供たちの演舞を見てき

た。メンバーが行って奉仕をして、仲間意識を醸成していくと

いう、そういった親睦を我々は目指しております。ロータリー

はクラブでございますけれども、国際ロータリー、ＲＩ、ロータリ

ー財団の 3 本柱が一体となって世界のなかでいろんな支援

をやっております。力を入れている活動の一つに大きな物が

ポリオの根絶への取り組みです。30 年来この活動をやって

おりまして、ポリオの発症数は約 99.9％まで減少しておりま

す。そしてロータリーは「平和」を世界的使命の礎としてきま

した。今、ロシアがウクライナに侵攻しましたけれども、いち早

く国際ロータリーはウクライナ情勢に関する声明を発表して

おります。今現在、難民、被災地への災害救済基金への寄

付を募っておりまして、支援活動を行っております。ウクライ

ナ等近隣地域のクラブにおいても自ら出向いて人道的支援

を行っているというような世界的な活動も行っているところで

ございます。皆さんバッチを着けておりますけれども、これは

歯車のマークでございまして、ロータリーは輪番制で回転す

るということで会合例会を行っていてこれがロータリーのロゴ

になっております。皆さんもいろんな組織、仲間に属している

と思いますけれども、私どもロータリーはこのバッチのもと、素

晴しい仲間だと思っております。ＪＣの後輩の皆さんも入って

頂いて、理念もございますが実戦哲学ということで学んでそ

のロータリーの思想も実行していく、体験して分かることが多

いと思います。ぜひロータリーバッチのもと共に活動が出来

ればと思っております。今日はどうもありがとうございました。 
 
私は東京麹町ロータリークラブに所属しております。国際

ロータリー会長のシェカール・メータ氏が発表したテーマは

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。メー

タ氏は「もっと行動しもっと成長しよう」、より大きくインパクトを

もたらす奉仕プロジェクトをしようと呼び掛けています。「もっ

と成長しよう」とは、会員数を増やし参加者基盤を広げるとい

うことです。世界のロータリアンは過去 20 年間、約 120 万人

で横ばいなので、それを 130万人に増やすことを目指して活

動しよう。一人が一人を紹介しよう “Each One, Bring One”と

おっしゃいました。ぜひ、皆様には「自分が増強するんだ」と

いう覚悟を持っていただきたくお願いいたします。会員増強

は 2 つの側面を考えましょう。1 つは人の魅力です。高潔で

信用・信頼される人、好かれる人には人が安心して集まって

きます。2 つ目は組織の魅力です。ロータリーは世界で、日

本で、地域で、良い活動をしています。これらの活動を SNS、

ホームページ等を通して社会にアピールしましょう。社会に

貢献し、楽しく人生を謳歌できる場所、それがロータリーです。

若い方も、ご年配の方も、よき友となり、よき奉仕をする。み

んなが笑顔になるロータリーを目指しましょう。 

メータ氏は「女子のエンパワメント」についても強調なさい

ました。ロータリーは 「多様性 公平さ インクルージョン（開

放性）」を掲げています。どうぞ私たちの 2580地区にもさらに

多くの女性を迎え入れるようにお願いいたします。ロータリー

は多様性を重んじ、年齢、民族、人種、肌の色、能力、宗教、

社会的地位、文化、性別、性的指向、性自認にかかわらず、

あらゆる背景をもつ人の貢献を称えます。 

2580 地区の基本方針、大きな目標です。 

1.新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう  

このコロナ禍でまだまだ困っている方が大勢いらっしゃいま

す。ロータリーの支援を心待ちにされています。今年度はコ

ロナで困っている方々にも手を差し伸べてください。新しくリ

ニューアルした地区サイトには奉仕活動のページを作りまし

た。各クラブが行う奉仕活動が分かるようになりました。どうぞ

参考になさってください。同じく国際奉仕も現状は動けてい

ませんが、アフターコロナには直ぐに対応できるように準備し

ています。各クラブに対しては、グローバル補助金について

の卓話をいたします。 

2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう  

今年はアフガニスタンとパキスタンで一人ずつの発症者が出

ました。今のところ 2 名です。一人の発症者の後ろには 1000

人の保菌者がいると言われています。前年度は 140 名の発

症でした。約 14 万人の保菌者がいることになります。世界の

◆ゲスト卓話：若林英博ガバナー◆ 



ロータリーは毎年 5000 万ドルという寄付を集めていますが、

ビル&メリンダ・ゲイツ財団は、ロータリーが集めた額の倍額

を寄付してくれます。当地区はポリオプラス寄付 80 ドルを目

標にしましたが、ゲイツ財団からの上乗せ分 160 ドルを足す

と、合計 240 ドルになるのです。 

3.元気なクラブになろう 

元気なクラブとは、親睦や例会を会員が楽しみ、ロータリー

を通じて友人が増え、みんなの知識レベルやロータリーの理

解が上がり、奉仕では世界で良いことをしているという喜びを

実感できるクラブでしょうか。さらに、新しい会員が入って仲

間が増え、退会者が出ず、沢山の同好会があり、他のクラブ

とも交流があり・・等もっとあると思いますがいかがでしょうか。

例会が開催されず、休会の所にはズームなどでバーチャル

例会を勧めています。この先、コロナが収束しても、完全に

元の状態に戻れるかどうかわかりません。昼は例会場まで行

く時間が取れないといった方にはオンラインで例会に出てい

ただきましょう。若い経営者は忙しい。今はもっと働いていた

だくときです。ハイブリッド例会なら会場に来なくても出席で

きます。地区のデジタル化推進委員会が、ご指導いたします

全てのクラブがハイブリッド例会を出来るように推進いたしま

す。 

4.会員増強、クラブ拡大をする覚悟を持とう  

会員増強は増強するぞという覚悟が必要です。それには職

業奉仕の考えが肝要です。高潔な人には人が集まってきま

す。私たち自身が品格あるロータリアンにならなければいけ

ません。手法ですが、会員増強の一つのツールとして、『ロ

ータリーの友』の活用を推奨しています。人の集まるところに

『ロータリーの友』を置きましょう。病院、理髪店、美容院、公

共のマガジンラック、銀行に置かせていただきましょう。名刺

サイズのクラブ紹介カードも活用をお薦めしております。ぜ

ひクラブで作成し活用してください。さらに会員増強のため

にオープン例会の実施を呼びかけております。計画では、

10 月 18 日からの第四週はほとんどのクラブがオープン例会

（会員候補者をお招きした例会）を開催してくださることにな

っておりました。交通安全週間、読書週間等と同じく、一緒

にすることで盛り上がっていきたいと準備しておりましたが、

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、実施日はクラブ毎

にお決めいただくことになりました。 

会員の退会防止ですが注意しなければならないのは、新し

く仲間になられた特に入会 3 年未満の方へのフォローが重

要だと考えております。まだロータリーの魅力や、活動につ

いて十分ご理解いただいていない可能性があります。また、

クラブでは誰もかまってくれない、教えてくれない、歌を歌っ

て食事を黙って食べているだけ、ロータリーってなに？  

これでは駄目でしょうね。特に、ベテラン会員、シニアの皆さ

んにお願いいたします。どうぞお声をかけてあげてください。

クラブ拡大は、ロータリークラブだけではなく、ロータリー衛星

クラブ、ローターアクトクラブ、インターアクトクラブにも目を向

けましょう。周年事業等、きっかけになる時にお考えいただく

と賛同が得られるかと思います。ロータリークラブの創立には

20 名が必要ですが、衛星クラブは 8 名の会員で結成できま

す。2013 年に導入された制度です。 

より少ない経済負担で、ロータリアンと同じように社会奉仕が

でき、例会を開き、定款細則に則り、理事会で運営されます。

衛星クラブの会員はロータリアンの資格を持ちます。将来メ

ンバーが 20 名になったら、ロータリークラブになるか、そのま

ま衛星クラブとして継続するかは選択できます。時間的ある

いは経済的な余裕が無い方には衛星クラブが向いているの

ではないかと思います。ローターアクトクラブは、18歳以上の

すべての若い成人が入会できるようになりました。30 歳の定

年は撤廃されました。30 歳で卒業予定の方には、ぜひ活動

を続けていただきたくお願いいたします。ロータリーとのご縁

を切らないようにお願いします。東京麹町ローターアクトクラ

ブが 2021 年 6 月に創立されました。7 月には東京女子学院

中学校高等学校インターアクトクラブが結成されました。他

にも新しいクラブができるよう、真剣に取り組んで参りましょう。 

5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう  

クラブのウェブサイトや SNS などで発信し、世間により認知し

ていただくことを目指しましょう。日本人は陰徳を重んじます

が、これからは陽徳です。地区ではウェブサイトのリニューア

ルをいたしました。また、ユーチューブでガバナーメッセージ

を発信することになりました。私はもちろん素人ですから恥ず

かしいのですが、徐々に上手になるように努力いたします。

大きな目標や 5 項目を推進するために、毎月ワークショップ

を行います。毎月の歌舞伎のように、ためになり、楽しいもの

を用意します。1 月は「職業奉仕の実践 その 2」、2 月は「公

共イメージとデジタル化推進」がテーマです。様々なアイデ

アで企画を考えており、ラウンジ chat という、ズームで行う座

談会もはじめました。ぜひ気楽にご視聴ください。 地区大

会は 2022 年 3 月 2 日・3 日にホテルニューオータニで行い

ます。“会員とクラブのための地区大会”を目指しており、クラ

ブが実施した奉仕活動のアードや、活動時に撮影された写

真のフォトコンテストを行います。皆様にご参加をお願いい

たします。最後に、ロータリーの基本は職業奉仕だと思って

います。経営者は 4 つのテスト、超我の奉仕を頭に入れて、

日々健全な経営をお願いいたします。職業奉仕の実践、道

徳倫理、難しくはありません。ウソをつかない高潔なロータリ

アンでいようではありませんか。ご一緒にロータリーライフを

楽しみましょう。本日は有難うございました。 

 

八重山青年会議所理事長 平得脩一郎様：私は、18年前に

石垣島に来まして、家業である喫茶「海坊主」そして父がや 

◆オープン例会：ゲストスピーチ◆ 



っております「南西珈琲」に勤めております。現在もまだ務め

てはおりますが、自分自身やりたい事、将来に向けてと思っ

た時に猟銃関係、散弾銃とか空気銃、ライフル銃、そちらの

方を取り扱う会社を立ち上げました。実は、沖縄県の猟友会

というのは 500 名前後いますけれども、石垣島に約半分いら

っしゃって、小さな島ですけど、日本で銃の所持率 0.2％な

んですけど、石垣島は日本で一番多い 0.5％になっている

そうです。実は、銃社会でもあるんです。そんななかで銃砲

会社を立ち上げたその目的は、農家の皆様が鳥獣被害で

本当に苦しんでいて、しかしながら専門店がいないがゆえに

なかなか進まないという問題がございましたので、僕の祖母

がキビ農家をしていたというのがあり、また叔父に当たる方が

猟銃関係で駆除活動に従事していたというところから、僕も

一歩踏み入れてみて新たな事業展開をして頑張っておりま

す。青年会議所としては今年の 2 月に皆さんがご存じの市

長選がありました。その中で公開討論会を行いました。5 月

に地域全体の経済コラムとしまして、ドローンを使った地域ま

ちおこしというものを、大きくではないんですけど小さく活動

しております。また、今年は皆さんご存じの選挙イヤーなの

で 7 月の参議院選、9 月の知事選に向けて青年会議所とし

て出来る範囲で発信や啓蒙活動を行っていこうと思っており

ます。自己紹介と青年会活動の報告ではございますけれど

も、今後ともよろしくお願い致します。ロータリークラブのオー

プン例会として初めて参加させて頂きました。私は来年まで

現役会員でございます。青年会議所にいるうちはやっぱり

JC 運動を一番に頑張りたいと思いますので、40 歳超えたら

入会いたしますので、皆さんあと 1 年お待ちください。 
本日は、ありがとうございました。 
八重山住宅サービス株式会社 代表取締役 黒島栄作様：

今日はお招き頂きましてありがとうございます。前々からお声

をかけて頂いて今日、夜のオープン例会でガバナーがいら

っしゃるということで聞いておりました。どんなところか正直分

からないです。青年会議所で修練・奉仕・友情というのをず

っとやってきたなかで、今日「四つのテスト」を見ましたがまだ

まだ分からないんですが、6 月に入会の予定と思います。今

日来て、皆さんと顔を合わせて大好きな先輩たちばかりで非

常に嬉しく思っておりますし、頼もしく思っております。そうい

ったなかで少しでもお役に立てればなというところではありま

す。青年会議所で一生懸命やってきました。商工会も一生

懸命やって来ております。もし僕をロータリーに入れて頂け

るのであれば一生懸命頑張りたいと思います。宜しくお願い

致します。 
(有)国仲スポーツ社 代表取締役 国仲恵亮様：皆さんこん

ばんは。今現在、八重山青年会議所に所属しています。昨

年は理事長をしていまして、今年は直前理事長として頑張っ

ております。現在は、日本青年会議所 国際グループ JCI

関係委員会の副委員長をしております。JCは世界に 120カ

国ありまして、そこで年に一度集まって会議をし、その中心

部で活動しているところです。今回は、ロータリークラブにお

招き頂きましてありがとうございます。吉田さんから、何度も

何度も熱いロータリーの入会のお誘いがありまして、即答で

「是非ともよろしくお願い致します」というのを言いましたので、

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 
株式会社 Y プラン建設 代表取締役 新里裕樹様：皆様こ

んばんは。今日はこのような場にお招き頂きまして、黒島会

長を始めとする会員の皆様、若林ガバナーそして松島ガバ

ナー補佐、本日はありがとうございます。先程から入会宣言

の形になっているので、どのように出てこようかなと思ったとこ

ろですけれども、本当に今日はこういうふうな機会を頂きまし

て、また基調講話というところで勉強させて頂きました。特に

学がないもんですから、高潔という言葉が当たり前のようにお

話しされていますが、分からなかったんですね。すぐに携帯

で検索してみると、気高く立派で汚れないこと、そういった意

識のもと活動している先輩方は素晴しなと思っております。

青年会議所の方で活動させて頂きながらそのかたわら教育

委員会の委員をさせて頂いて、教育行政にも片足入れてい

る形でもございますが、何よりも自分の幹となる仕事を通して

でしか、まず個人として何かできるかことというのはそういう事

かなと思っていて、経営理念も「あたなのプランをカタチに」

という形で仕事を頑張らせて頂いております。ロータリークラ

ブの理念で職業奉仕という部分、本当に僕が勉強すべきと

ころだろうと思います。先ほどの流れのように自分勝手には

言えないですけれども、本当に素晴しい機会を頂いたなと思

いまして感謝を申し上げます。お誘いがありましたら、ぜひ

挑戦させて頂きたいなと思いますので、宜しくお願い致しま

す。本当に今日はこういった機会をありがとうございました。 
ミラクル 24 社長 宇根底師様：皆さんこんばんは。青年会

議所 専務理事を務めております。本日はお招き頂き、誠に

ありがとうございます。歴代理事長、理事長、そして大先輩

方を目の前に挨拶する事に緊張しております。八重山青年

会議所は昨年 60 周年を迎えまして、今年は 61 年目となり

ます。会員も少ないなか、しっかりと今年のスローガンであり

ます「創造的破壊と意識改革」を平得理事長のもと我々青年

会議所で造っていき、それから海外へ発信して頑張って行

きたいなと思っております。先程からロータリークラブへの入

会で皆さんご挨拶していましたが、僕はまだ 20 代ということ

もありまして、しっかりと八重山青年会議所で学んで、そこか

らロータリークラブに繋げればと思っております。地域奉仕を 
頑張ることによって、我々が目指している明るい豊かな社会、

豊かな町になっていくと思いますので、青年らしく泥臭く頑

張って行きます。引き続き宜しくお願い致します。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

本日のニコニコ：✩黒島剛氏：若林ガバナー、松島ガバナー補佐、卓話ありがとうございます。✩若林英博ガバナー：黒島会長、吉田幹事は

じめスタッフの皆さん、昨日来大変お世話になりました。共にロータリー楽しみましょう。✩松島寛行ガバナー補佐：本日は、若林ガバナーと

一石垣観光 enjoy できました。黒島会長・よしだかんありがとうございます。本日のオープン例会御盛会おめでとうございます。 
✩仁開一夫氏：若林ガバナーご来島ありがとうございます。✩宮良榮子氏：若林ガバナー石垣島においで頂きありがとうございます。感謝！ 
✩南波正幸氏：若林ガバナー、松島ガバナー補佐、本日はありがとうございます。✩大浜勇人氏：若林ガバナー、松島ガバナー補佐、ご来

島ありがとうございました。✩今西敦之氏：若林ガバナー・松島ガバナー補佐ようこそおいで下さいました。本日はよろしくお願い申し上げま

す。ゲストの皆様どうぞごゆっくり✩松田新一郎氏：若林ガバナー、松島ガバナー補佐、本日はありがとうございました。大変勉強にないまし

た。P.S.RLI 研修パート 3 無事に終わりました。引き続きがんばります。✩新垣精二氏：若林ガバナー 楽しい卓話ありがとうございました。 
✩垣本徳一氏：若林英博地区ガバナー ご来島ありがとうございます。 

◆BOX￥25,000（累計￥274,450） ◆コイン￥1,408（累計￥57,531）合計￥331,981  

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） 

若林英博ガバナー・松島寛行ガバナー補佐 ご来会ありがとうございました。 

             とても楽しい時間でした♪ 

ゲストの皆様と♪ 

ご入会お待ち致しております！ 

金城弘美さんの素敵な歌声に 

癒されました。 

1 月～4 月までの方 Happy Birthday 

若林英博ガバナーのお誕生日は 4/26 


