
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-23 年度 ◆クラブ会長テーマ◆「八重山の未来のために行動しよう」 

ガバナー補佐：仁開 一夫  会長：大浜 勇人  副会長：前原 博一  

幹事：松田 新一郎  副幹事：今西 敦之 

公共イメージ委員長：山下 暢  ＳＡＡ・出席委員長：大本 綾子 

地区ガバナー：嶋村 文男 
◇ ガバナー信条 ◇ 

“Take Action for Rotary Future” 

“Reach Out for World Peace” 

“ロータリーの未来のために行動しよう” 

“世界の平和のために手を差しのべよう” 

 

7 月のプログラム 7/13（水）クラブ協議会・仁開一夫ガバナー補佐卓話  7/20（水）ゲスト卓話  7/27（水）ガバナー公式訪問 

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 
 

 今月のロータリーレート 1$￥136  

 

2022-23 年度 RI 会長テーマ 

RI 会長：ジェニファーE.．ジョーンズ 

イマジン  ロータリー 

2022 年（令和 4 年） 7 月  13 日（水） 第 2 例会（通算 2938 回） 

国際ロータリー第２５８０地区 

 
 

【 底
すく
原
ばる
ダム 】 

堤頂：長さ 1.3km×幅 8m、堤高：29.5ｍ。岩石を積み上げ水を堰き止めるロックフィル型式のダム。 

干ばつ対策の灌漑用水のために平成 3年 6月に竣工されました。農業用のロックフィルダムとしては 

国内最長*の堤として知られます。ダム湖の周辺には遊歩道があり、のんびりと散策することができます。 

*出典: フリー百科事典 『ウィキペディア（Wikipedia）』 

 

島の水景  ～石垣島の水散策～ 



会 長 挨 拶 
大 浜 勇 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今日は、はるばる埼玉の大宮中央 

RC、大阪から池田RCの皆さんメークアップして頂きありがと

うございます。就任挨拶の前に、黒島直前会長メンバーを

51 名にして頂きありがとうございます。石垣 RC の歴史は創

立 62 年あるんですが、初めて沖縄の離島からガバナー補

佐になりました。沖縄はガバナー補佐 2 名体制で 11 クラブ

あります。5クラブと 6クラブで私は 6クラブ担当します。担当

は一番古い那覇クラブと那覇東、コザ、名護、宮古島、石垣

と 6 つのクラブです。何が大変かというと沖縄本島だと車で

移動できますが、私が動く時はみんな飛行機を使わないと

いけない、それを承知でやりましたが、終わったあとは懇親

会もあるのでホテルに 1 泊して帰って来ます。11 クラブを 2
名体制ですので、5 年か 6年に 1回ガバナー補佐の輪番制

というのがあります。石垣にまた回ってきます。誰がなるのか

分かりませんが順番で回ってきます。沖縄分区は 11 クラブ

で約 400 名です。全国 34 地区がありますが、沖縄はどこに

所属しているかというと、2580 地区の東京 RC があるところ

です。東京の北半分です。南半分は 2750 地区。なぜそうな

ったかというと、復帰からまだ 50 年ですが、ロータリーの歴

史は 62 年、那覇クラブは 63 年、復帰前にロータリークラブ

が出来ている。その当時は、アメリカの支配下にあったので、

東京に組み入れられました。東京 RC と一緒の地区になりま

した。私も何回か東京 RC にメークアップしましたが場所は

帝国ホテルの会場でした。ガバナー補佐の役割は、私は担

当の 6 つのクラブを担当して、各クラブの長所を伸ばし、改

善した方がいいところは改善に向けてアドバイスをします。各

クラブは、地域によって経済界も違うし文化も違うしいろいろ

違いますから、例会のやり方一つとってもみんな違います。

例会の食事一つとっても違いますし、ニコニコ BOX をやっ

た人は必ずスピーチさせるとか、各 6 クラブやり方が違いま

す。青少年交換制度というのがありますが、石垣 RC はこれ

をやったことがない、大学がないから米山の留学生を受入れ

られない。田舎だからしょうがないですが、地域によっていろ

いろ違いますから少しでも勉強して行きたいと思います。私

どもは地区大会、今回は IMはないですが、合同例会がコレ

クティブホテルでありますが、そういうところに行って、人と出

会ってクラブの運営も勉強したほうがいいと思います。出会

いが大切です。石垣だけだと情報も遅れていきます。那覇は

都会ですので、情報を仕入れたりすることが私の役目です。

簡単ですが就任の挨拶といたします。 
 
 

 

この度、第62代石垣ロータリークラブ会長を就任させてい

ただくにあたり、62 年という積上げてきた歴史の重みを鑑み、

これまで石垣 RC を支え奉仕活動に御尽力されてきた諸先

輩方、また石垣ロータリークラブを支えてくださった皆様方に

深く感謝と御礼申し上げます。 
石垣RCは約半世紀前、那覇RCを親クラブとして米国の

統治下の琉球政府時代に沖縄で二番目のロータリークラブ

として誕生しました。戦後の混乱期をへて日本への復帰を果

たし 62 年にわたり奉仕活動を行ってまいりました。22 名から

始まったクラブは現在では 50名を超え、コロナ感染症による

社会活動の停滞、ウクライナ戦争による変動の時代を迎え、

よりロータリアンとしてどのように社会貢献できるか問われる

時代に差し掛かってまいりました。      
ジェニファーE・ジョーンズ 2022-2023 年度 RI 会長のテ

ーマは、「IMAGINE ROTARY」「大きな夢をもって行動す

ること」「想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を。

私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせると

知っていることを」このテーマは、世界にもたらされる変化を

想像して大きな夢を描き、その実現のためにロータリーの力

とつながりをいかすよう呼びかけられました。 
嶋村文男 2022-2023 年度第 2580 地区ガバナーは、 

Take Action for Rotary Future“ロータリーの未来のため

に行動しよう” Reach Out for world Peace”世界の平和の

ために手を差しのべよう“ というテーマを発表され、明るい

未来に希望をもって I deal of Service 奉仕の理想（他人

を思いやり、他人のためにつくすこと）を携えて元気なクラブ

運営を願っているとのことでした。ここで両代表のテーマの

共通点は「行動すること」そこで、今年度のクラブテーマは

「八重山の未来のために行動しよう」とさせていただきました。 
まず 3 つキーワードがあります。ロータリアンとして成長する

こと。今日、ちょっとびっくりしたサプライズがあったのを気が

つきましたか？SAA の大本さんが、四つのテストを読み上げ

る時に「言行に照らしてから」石垣 RC は歌を歌うだけで、実

✩総会員数：53 名 ✩出席義務会員数：49 名 

（名誉会員 2 名・出席免除会員 2 名） 

✩出席人数：32 名 欠席人数：17 名 出席率：69.39％ 

≪司会進行：大本 綾子≫ 

✩ロータリーソング：君が代 四つのテスト 

✩ソングリーダー ：南波 正幸 

✩ビ ジ タ ー  ：大宮中央 RC：岩淵孝男様・切敷健一様    

樋口領治様・須永茂男様・入江信仁様 

           石井秀幸様・小橋様・池田 RC：田村大輔様 

✩メ ー ク ア ッ プ：大濵達也・森田安高 

 例会記録 7 月 6（水）第 1 回（通算 2937 回） 会長幹事バッチ引継ぎ式並びにガバナー補佐就任挨拶  

ガバナー補佐挨拶 
仁 開 一 夫 



松田 新一郎 幹事挨拶 

は私も 10 年間知らなかったですが、各会員の皆さんの手元

に、ロータリーの目的・四つのテスト・ロータリーの行動規範

があると思います。昨今のロータリーは、Yahoo ニュースを賑

わす不祥事だとか、ロータリアンは質が落ちたんじゃないか

と思わせられることもあり、会員の減少とともに RIの方も会員

増強をたくさん言ってきます。ただ沢山の会員を入れて質は

安定できるのか、ということを考えた時に事件も起こります。

そこでただ会員が減り続けるだけでは会は維持出来ない。

増やしながらよりもっと強力に教育を進める必要があると考

えております。そこでロータリアンの成長を促す。この例会の

なかでも毎回四つのテストを歌っていますが、3 つの項目に

ついて、持ち回りで毎週 SAA の読み上げとともに復唱する

ことでロータリーも目的と行動規範を皆様の心のなかに染み

こませていけたらなと考えています。また、新入会員の皆さ

んは、前の情報広報委員会のほうでされていると思いますが、

仁開ガバナー補佐の提案もございまして、出来ればPPを交

えて新人研修をやっていけたらと考えています。あと 1 点、

RLI 研修が来年の 2 月 3 月 4 月と講習会があります。私も

この前受けてきて大変勉強になりました。これを会員に情報

提供して、会員を沢山増やしても質が落ちないより質を上げ

ていくという方策を今年度は試してみたいと考えています。

二つ目、青少年育成、石垣 RC は昔はインターアクトクラブ

があったと聞きます。私が来た時はもうなくなっていました。

青少年とは何だと 11 年間漠然と考えてきました。嶋村ガバ

ナーから、大浜くんインターアクトクラブを石垣で作ってみな

いかという申し出もございまして、今年度は委員会も独自に

分離し、吉田委員長を青少年奉仕委員長として独立した形

でインターアクトクラブの開設を目指していきたいと思ってい

ます。これは第三者がある話なので、簡単にいくとは思って

いません。先月も八重山高校の校長先生と話をしに行きまし

たが、ちょっと多難ぽいですが、一個一個この想いを伝えな

がら進めていけたらと思います。3点目、交流、親睦です。世

界大会が 5 月にあります。オーストラリアのメルボルン、この

半年間私が感じたことは、これまでの世界各国がいう合い言

葉、ロータリーとして最終目的は世界平和なはずです。我々

一人一人が世界平和のために進めばいいのか凄く悩みま

す。こういう時こそ、我々ロータリアンが世界の人と交じりなが

ら理解しながら交流しながら、友達になっていく小さな一つ

一つの動きが大事になってくるのかなと考えております。ぜ

ひ来年の 5 月末には世界大会がございます。ロータリーの

年に 1 回の世界の祭典です。世界中の人が集まります。世

界大会に行ったこともある方も、行ったことのない方もぜひ体

験して頂きたい。近くに目を落とせば、台湾の友好クラブ台

北大同 RC、台東東 RC、この数年間まったく交流が出来て

おりません。ぜひ来年の始めにも交流していきたいと考えて

います。今年の 11月には東京上野RCとの姉妹締結も控え

ております。沢山の方が石垣を訪れて一緒に祝おうと言って

くださっています。ぜひその場で交流しながら、親睦を深め

ていきたいと考えておりますので宜しくお願いします。 
この小さな島々からなる八重山諸島から我々ロータリアン一

人一人がよりよい社会を探求し、世界平和につながるよう活

動してまいりましょう。これから育つ地域の若い力の育成に

取り組み、八重山圏域のゆたかな自然・環境を次世代につ

なぐことを主眼に共に考え、共に行動するそんな一年間にし

てまいります。ロータリークラブはその地域を代表する職業

人の集まりです。まずもって会員各位の職業を一生懸命発

展させてまいりましょう。その上で集まって下さったロータリア

ンの皆様には例会等を通して交流し、ロータリーについて見

識を深め成長し、高潔性を高め、責任ある職業人として、共

に地域社会に貢献してまいりましょう。一年間頑張ってまいり

ますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
 

私の入会歴は 3 年と 5 ヶ月となりますが、まだまだ未熟もの

ではありますが一生懸命、誠心誠意、皆様のご協力を頂き

ながら頑張りたいと思います。本年度はガバナー補佐排出と

しての役割もあると思います。私自身まだまだ慣れないとこ

ろはありますが、取りあえず自分の役割をしっかりとしながら

頑張ります。宜しくお願いします。 
 

大宮中央 RC、池田 RC の皆さんメークアップ来て頂いて、

またお土産まで頂いてありがとうございます。大浜会長が緊

張しているのを私も１年前はそうだったんだなとまたリラックス

している私がいて、非情に新鮮味を感じました。大浜会長と

松田幹事はチームワークも良くて、二人語り合っている姿を

見かけています。第 1 回の例会がスタートしてピリピリしてい

ると思いますが、今年度大浜会長を陰ながら直前会長として

応援させて頂きます。頑張って下さい。2580 地区嶋村年度

が始まり我がクラブからガバナー補佐が出て、仁開ガバナー

補佐はいろんなクラブの面倒を見なくちゃいけない立場にい

ると思いますが、大変な仕事だと思いますけど頑張って頂き

たいと思います。１年間ありがとうございました。 
 
4 点ほどございます。まずはスケジュールのご連絡です。

7/13 クラブ協議会が開催されます。その後の例会において

仁開一夫ガバナー補佐の卓話がございます。多数のご参加

をお願いします。7/27 日はガバナーの公式訪問がございま

す。こちらも多数の皆様のご参加をお願いします。地区大会

が 9/9.10 日の 2 日間開催されます。こちらは二つの会場で

✩ 幹事報告：松田 新一郎 ✩ 

✩ 黒島剛 直前会長挨拶 ✩ 



の開催になります。また来週に細かい説明をさせて頂きます。

出席規定適用免除の申請がお二人おりまして理事会にお

いて承認頂きました。出席規定免除に関しましては、ロータリ

ークラブ定款の第十条 5 節に、ロータリー歴と会員の年齢の

合計が 85 年以上であり、少なくとも 20 年のロータリー歴が

あり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって

クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合としております。

今回 2 名の承認がありましたことをご報告いたします。 
 
橋本孝来危機管理委員長：コロナの話からスタートして大変

申し訳ないんですが、一昨日、昨日と感染者数、過去最大 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

を更新している状況でございます。会長から石垣RCが歴史

的にずっとやってきた親睦の握手を何とか再開できないもん

だろうかと相談受けていましたが、何とかやる方法で検討は

していましたが、数日間の増加を見ますとタイミング的には

待って頂くということを、危機管理委員会から理事会の方に

提案させて頂きました。今まで通りのスタイルでもうしばらくや

って頂きたいと思っています。with コロナになってどうにか

回り始めていて大変結構なんですけれども、そこのところは

離島という点、地域性、医療資源、医療へのアクセスというと

ころをどうかご理解いただいて、少し注意を継続して頂けれ

ばと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～ 例 会 風 景 ～  

本日のニコニコ：✩上勢頭保氏：新年度大浜会長、幹事松田さん、今年度頑張って下さい。八重山初のガバナー補佐の仁開さんよろしくお願いしま

す。✩宮良榮子氏：大浜会長、・松田幹事 外役員の皆様一年間よろしくお願いします。感謝。✩仁開一夫氏：ガバナー補佐就任しましたので宜し

くお願いします。✩南波正幸氏：大浜会長、松田幹事一年間よろしくお願いします。仁開ガバナー補佐、体に気をつけて頑張って下さい。 
✩遠藤正夫氏：大浜新会長はじめ役員の方々１年間よろしくお願いします。✩大田次男氏：新年度スタートおめでとうございます。仁開ガバナー補

佐、大浜会長、松田幹事を支え皆で楽しく活動しましょう。✩宮良薫氏：大浜会長、松田幹事一年間よろしくお願いします。✩宮城早人氏：大浜会

長、松田幹事、仁開ガバナー補佐の本年度の益々のご活躍を心より祈念申し上げます。✩今西敦之氏：大浜勇人丸の出港に乾杯!!大宮中央

RC、池田 RC の皆様ようこそおいで下さいました。ごゆっくりおくつろぎ下さい。✩新垣精二：納会欠席して申し訳ございません。一年間ありがとうご

ざいました。✩玉城力：前年度大変お世話になりました。ありがとうございました。今年度もよろしくお願いいたします。✩新川正人氏：今期プログラム

委員長を拝命致しました。ご協力ヨロシクお願い申し上げます。✩垣本徳一氏：大浜会長、松田幹事、仁開ガバナー補佐就任おめでとうございま

す。✩田村大輔氏：大阪池田 RC から参加させていただきます。本日はヨロシクお願い致します。✩石井秀幸氏・小橋和則氏：仁開会員、ガバナー

補佐就任、大浜会員、会長就任おめでとうございます。✩須永茂男氏：発例会の日おめでとうございます。✩樋口領治氏：初めて石垣島に訪れまし

た。素晴しいところですね。今は暑さは埼玉も同じです。✩岩淵孝男：石垣 RC の初例会おめでとうございます。本日は 7 名でお世話になります。 
◆BOX￥36,000（累計￥36,000） ◆コイン￥0 （累計￥0）合計￥36,000  

櫻井 浩一氏 5 日（火）     松林 豊氏 25 日（月）  

✩ 会員・委員会からの報告 ✩ 

仁開一夫ガバナー補佐・大浜勇人会長・松田新一郎幹事 

1 年間よろしくお願いいたします。 

埼玉の大宮中央 RC の皆さま 

大阪の池田 RC の田村様 

当クラブの初例会にたくさんの方がお越しくださいました。 


