
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今月のロータリーレート 1$￥127  

 

 ◆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） 6 月  15 日（水） 第 29 回例会（通算 2934 回） 

 
 

 
【 マーニー（クロツグ） 】 

ヤシ科の常緑性低木で神木として御嶽に生えているのをよく見かけます。八重山で見られるのは ｢コミノクロツ

グ｣が主で、葉は指ハブなどの草編みの玩具などにも使われます。幹の周りを覆う黒色の繊維はフガラと呼ばれ、

耐水性が強く、船用の縄などに使われてきました。50 年以上も使えるほど丈夫なのだそうです。先人は身近な自

然から信仰にも生活にも役立つものを選んできたことを伺わせます。              ［資料協力：市川籠店］ 

 

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 

6 月のプログラム   6/15（水）ゲスト卓話   6/22（水）ゲスト卓話   6/29（水）納会（夜間） 

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 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
去った 5/31 に若林ガバナーが仕切る地区大会が、東京の

ホテルニューオータニであり、我々が「水辺の美化賞」を受

賞しました。皆さんのおかげで賞をいただきました。ありがと

うございます。石垣 RC からは総勢 19 名での参加でした。

私たち石垣RCは日本最南端の位置にあり海に囲まれた島

です。その綺麗な海で「水辺の美化プロジェクト」をいち早く

活動したことが、この賞を貰ったのではないかという話を壇

上で話をさせて頂きました。本会議のあとに会長幹事晩餐

会があり、その晩餐会に石垣市長も東京に来ているというこ

とで市長も参加して華やかな晩餐会に参加してきました。ま

たその後に、六本木ヒルズの 51 階で東京上野 RC と懇親

会をいたしました。盛大に親睦を深められました。ありがとう

ございました。新年度はたくさんの行事を抱えているみたい

ですので、頑張って欲しいなと思います。6/4 にライオンズク

ラブの 60 周年がアートホテル石垣島であり、160 名ぐらい

の人数で盛大に祝ってきました。その時に、司会の方から、

石垣 RC が献血をすることになっているという事を言って頂

きました。ライオンズクラブさんは何十年も前からずっとやっ

て来ているそうです。我々は今回、コロナ対策ということで初

めて献血活動をしますが、献血車の横に、石垣 RC ののぼ

り旗を立ててロータリーの PR と、先着 50 名様に 10 個入り

のたまごパックをあげる事にしています。1 時間でもいいで

すので、時間のある方はカネヒデの方にお手伝いに来て欲

しいと思います。私の最後のイベントとなっていますので、

ぜひ来ていただけると嬉しく思います。那覇西 RC も 60 周

年が 6/18 にあります。我々の 60 周年にもたくさんの方が来

ていましたので、お礼も兼ねながら皆さんで行ってお祝いを

して来ようと思います。また 6/20（月）には、分区連絡会があ

り、私の年度の 1 年間の活動報告をしに吉田幹事と行って

きます。いろいろと頑張ってきたなか「水辺の美化賞」も貰え

て、皆さんのおかげでこういった大きなステージ上で話すこ

ともできて非常に嬉しく思っています。私は今月で会長を終

わりますが、最後まで一生懸命頑張りますので皆さん宜しく

お願いいたします。この後、地区委員の大城純市さんのバ

ギオ基金についての卓話をして頂けるとの事ですので宜し

くお願い致します。 
 
那覇西 RC の 60 周年記念式典祝賀会が 6/18（土）に沖縄

ハーバービューホテルで開催されます。会長を含め 8 名で

参加することになっております。まだ参加する事は可能です

ので、日程を作ってくださるかたがいらっしゃったらお願い

いたします。また、先ほどの新旧合同理事会では、滞りなく

次年度の予算や活動計画などが承認されました事をご報告

いたします。先日行われた地区大会では、当クラブがアワ

ードで「水辺の美化賞」を頂きまして、黒島会長が沢山いる

なか、登壇されて素晴しい挨拶もされました。動画で撮って

ありますので、皆さんに回覧させて頂きたいと思います。 
 
松田新一郎次期幹事：こんにちは。次年度、7 月の直近の

日程を報告させて頂きます。7/13（水）クラブ協議会が開催

されます。そこで仁開ガバナー補佐エレクトが卓話されます

ので、多数の皆さまのご参加をお願い致します。7/27（水）

ガバナー公式訪問がございます。こちらも重要な事業です

ので、多数の皆さまのご出席をお願い致します。先週、本

年度の地区大会が終わったばかりなんですが、次年度の地

区大会の開催日は、9/9（金）と 10日（土）となっております。

会場が二つに分かれておりまして、1 日目はセルリアンタワ

ー東急ホテル、二日目はグランドプリンス新高輪となってお

ります。日が近くなりましたらまた改めてご案内いたしますの

で、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：Slack でもご案内した通り

6/10（金）に献血車両がカネヒデの方に来ます。この献血の

お願いです。午前の部と午後の部に分けて献血活動の支

援に参加出来る方は宜しくお願いしたいと思います。6/10
（金）午前の部は 9：10 から 11：30、午後の部は 13：10 から

16：00 までの時間帯です。ぜひ、宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
黒島会長から、先ほどお話のあった地区大会での「水辺の

美化賞」の受賞おめでとうございます。私も地区大会に参加

しておりまして、石垣市長も参加して水辺を美化にするとい

う事だけじゃなくて公共イメージにも工夫されたことで受賞さ

れたのかなと非常に素晴しいなと思いました。那覇西 RC も

献血活動を 2 回しましたが、ちょっと工夫が足りなかったの

かなと思います。私は石垣出身なので石垣に戻って、石垣

会 長 挨 拶： 黒 島 剛 

✩総会員数：51 名 出席義務会員数：50 名 

✩出席人数：31 名 欠席人数：20 名 出席率：62.00％ 

≪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 ：小林 昌道 

✩メ ー ク ア ッ プ：上原 晃子 

 例会記録 6 月 8（水）第 28 回（通算 2933 回） オンラインゲスト卓話：大城 純市 様  

◆◇◆幹事報告：吉田 貴紀◆◇◆ 

✩オンラインゲスト卓話：大城 純市 様✩ 
（那覇西 RC）（地区バギオ委員会 委員） 

◆ 会員・委員会からの報告 ◆ 

=バギオ基金活動報告と御支援・御協力のお願い＝ 
～一緒にバギオ訪問交流の旅に参加しませんか～ 



RC に参加したいところですが、本拠地が那覇になっていま

すので、しかも那覇西 RC も例会日が水曜日なので、なか

なかメークアップもしにくいというのも実際あります。それで

今日初めて石垣 RC の例会にオンラインで参加出来ること

に嬉しく思っております。簡単に自己紹介をいたします。私

は、鳩間出身です。鳩間小学校から途中で平真小学校に

転校しまして、そのあと登野城小学校に転校し、石垣第二

中学校、八重山高校を卒業しました。前の石垣 RC 会長で

みやぎ米屋の宮城隆さんは同級生でございます。石垣 RC
の 60 周年の時にお会いして懐かしいなと思ったことと、石

垣 RC の伝統あるクラブ活動、力というものを実感したところ

でございました。黒島会長からもご案内がありましたけれど

も、那覇西 RC も 60 周年記念事業を 6/18 に予定しており

ますので、皆さんぜひお時間がありましたらご参加いただけ

ればというふうにご案内をさせて頂きます。私は、バギオに

は 3 回ぐらい交流も含めて訪ねています。バギオ基金委員

会というものがございまして、長い間バギオの子供たちを支

援してきました。バギオの子供たちの現状、あるいは現地の

状況というものは直に見てきておりますので、そういう経験も

バギオについて皆さんにご案内しながら、バギオ基金に対

するご支援とご協力をお願いしたいという想いで卓話をさせ

て頂きたいと思っております。今日のお話は、バギオ基金と

いうのはどういうものかということをお話した上で、私が実際

バギオに訪ねて行って何をしたのかというのを具体的にお

話をするという、こういう構成で話をしていきたいと思います。

委員会は長年の歴史がございますし、皆さんもバギオにつ

いての基本的な情報は持っておられると思いますが、念の

ために概要だけご説明させて頂きます。【バギオ基金の概

要】1981 年に財団が設立されております。基本財産額が 2
億 5 千万円。これまでに奨学金を支給した学生数が 3,942
名、受入留学生数が 14 名、後援関係クラブに 399 ロータリ

ークラブ（全国 34 地区）。奨学金を渡たり、留学生を受入れ

るだけではなくて、訪問事業には、1977 年から 2022 まで

42回の実施をしてきましたけれども、それに 1325名の方が

参加してきたという実績がございます。【何故、バギオを訪

問するのか】シスター海野さんという方がおられて「バギオの

虹」という本が発刊されていますが、私もこれを読んでバギ

オについて理解を深めた経緯がございますが、シスター海

野という方はクリスチャンです。シスター海野さんの言葉によ

ると、お金を贈ればいいというものではないと、人を人間を

創るということは、人と人との肌の触れあいなかで育まれて

いくものだと思いますとか、素晴しいことをいろいろお話され

ていますけれども、私もまさしくその通りだというふうに思い

まして、バギオの子供たちと直に交流することで子供たちを

直に支援できれば良いことだなと思っております。各クラブ

から毎年参加されて頂いていますが、なかには 10回以上さ

れていて、俺はバギオ病にかかっているんだというお話をさ

れる方もいらっしゃいます。そういう想いと言いますか、子供

たちと直接触れあう事で人間を創っていると、こういう熱い想

いがあるのかなと思っております。【シスター海野って誰で

すか】1981 年バギオ基金の生みの母親といいますか。フィ

リピンの北部地区にバギオという地域がございます。その地

域に日系人の二世、三世が多くいます。太平洋戦争の時に、

フィリピンは激戦地になっていて、日本軍が形勢不利になっ

て北西部のバギオ地域に逃げていくわけですね。そこで終

戦を迎えて、二世、三世がバギオ地域に残っていて、敗戦

国で貧困に悩んでいたという状況だったようです。それを見

てシスター海野が、東京城西 RC に応援を依頼したことから

始まったようでございます。那覇西 RC の先輩会員の松島

寛容さん（三協電気株式会社）パストガバナーでございます

けれども、その当時に 2 千万円を集めてバギオ基金に寄付

したという実績も紹介されています。その背景には、沖縄か

らも多くの労働者が出稼ぎにバギオ地域に行っていて、そ

の子孫が苦労しているならば放ってはおけないという事で、

松島パストガバナーは一生懸命に活動されてきたという歴

史があります。今の会員のなかにも、バギオの子孫なんだと

いう方も何人かいらっしゃいますので、那覇西 RC もバギオ

基金については、理解を示して活動してきたという実績があ

ります。ぜひ「バギオの虹」という本をお買い求めいただいて

読んで頂ければ、バギオに対する理解が深まるのかなと思

います。第 36 回、37 回、38 回と 3 年連してバギオを訪問

いたしました。第 38 回の 2017/2/10 から 4 日間の訪問交

流の旅をいたしました。バギオに行った時の写真をいろいろ

紹介いたしましたが、バギオに行って何が楽しいかというこ

とだと思いますけれども、やっぱり長年続けてきたバギオの

支援事業というものにロータリアンとして関わって、その事業

を継続していくという事は、とても素晴しいことだなということ、

そして奉仕の精神で子供たちを支援していくことの素晴らし

さということを実感しておりますので、ぜひ皆さんにも寄付と

かをお願いしたいころですが、ぜひバギオも一緒にやって

頂ければと思います。私は、石垣 RC を尊敬申し上げてい

るのは、台湾の RC と 2 カ所と国際交流を続けておられると

いうことは素晴しい事だと思っています。私も会長時代に台

北のRCと交流を持ちたいなと計画しておりましたけれども、

コロナで実現できなかったというところです。ただ希望、目標

は捨てておりません。石垣 RC を見習って那覇西 RC も台

北の RC と国際交流を始めたいと思っているところでござい

ます。2580 地区を初めとする日本の RC 全体でバギオ基

金を盛り上げていきたいと思っておりますので、皆さんのご

支援ご協力を宜しくお願いいたします。 
ご清聴ありがとうございました。 
 



本日のニコニコ：✩黒島剛氏：石垣出身の大城さん、バギオ基金の卓話ありがとうございました。✩大濵達也氏：黒島会長、観光交流協会副

会長就任おめでとう御座居ます。✩南波正幸氏：黒島会長、吉田幹事、理事の皆さま、最終理事会御苦労でした。 
✩森田安高氏：大分遅くなりましたが、昨年 12 月に初のホールインワンを達成いたしました。報告でした。今後ともよろしくお願いします。 
✩大浜勇人氏：新旧合同理事会お疲れ様でした。✩宮城早人氏：黒島会長、最終の理事会大変お疲れ様でした。 
✩今西敦之氏：大城地区委員、本日のオンライン卓話ありがとうございます。✩松田新一郎氏：皆さま、地区大会ご参加ありがとうございまし

た。大城様、本日はありがとうございました。✩新垣精二：地区大会、体調不良で迷惑おかけしました。✩新川正人氏：地区大会参加のみな

様お疲れ様でした。✩垣本徳一氏：大城純市様、ゲスト卓話 ありがとうございます。✩黒島栄作氏：先日は入会させていただきありがとうご

ざいます。一生懸命がんばります！！✩大島盛幸氏：入会後、初参加です。宜しくお願い致します。 
 
 

◆BOX￥13,000（累計￥344,311） ◆コイン￥2,995,（累計￥74,441）合計￥418,752  

黒島栄作氏 3 日（金） 新城永一郞氏 10 日（金） 前原博一氏 22 日（水） 中山義隆氏 26 日（日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

目標人数 50 名達成いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 

----------------------------------- ～ 献血推進活動 ～ ------------------------------- 
6 月 10 日（金）於：タウンプラザかねひで石垣市場 

大城 純市 様  
オンラインでの卓話ありがとうございました。 

ご協力いただいた方へたまご 10 個入りパックをプレゼント！ 

黒島会長も！ 


