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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」 

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” 

 

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） 10 月  12 日（水） 第 14 回例会（通算 2950 回） 

国際ロータリー第２５８０地区 

 今月のロータリーレート 1$￥145  

 
 

 

【 ハンナー井戸
カ ー ラ

 】 

県道 79 号線沿いにある湧き水。一帯はハンナー原とよばれ、附近には稲作や雨乞い神事の

祭場や苗代、牧場ゆかりの牛の御嶽、川平への一里塚などがあり、新川村の重要な場所であっ

たと考えられます。清らかな湧泉による小川は、通行人の水飲み場であり憩いの場所としても親

しまれていたようです。 

島の水景  ～石垣島の水散策～ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、11：30 からオリエンテーションを、ガバナー補佐

に講師をして頂きまして 3 名の新入会員の方々に勉強会

を執り行いました。こういう機会を沢山増やす事でロータリ

ーに対しての意識、理解度を深めて行けたらなと考えてお

ります。10/2にはビーチクリーンがございます。10/23には

ポリオデー街頭募金を予定しております。ポリオデーは日

曜日ですが、場所はメイクマン石垣店・ゆらてぃく市場です。

また、10 月は米山月間です。大濵達也パスト会長より、米

山特別寄付として 10 万円のご寄付を頂きましたのでご報

告致します。本日は、玉吉会員の卓話です。修繕・復元～

お医者さん・大工さん～というテーマでの卓話です。よろし

くお願い致します。 

 

本日は松田幹事が欠席ですので、私の方で幹事報告をさ

せて頂きます。先ほども宮城社会奉仕委員長からもご説明

がございました 10/2（日）のビーチクリーンですが、多数の

ご参加をお願い致します。悪天候が予想される際には

9/30に判断し Slak等々でご連絡させて頂きます。皆様の

お手元に、世界のウチナーンチュ大会のちらしがございま

す。10/30から 11/3の予定で那覇の方で開催されるという

事です。私も初めて仁開ガバナー補佐から教えて頂きまし

たが、5 年に 1 度、沖縄の方々、沖縄２世、3 世の方々が

一同に集いいろんな催しをする大会だという事でございま

す。チラシとポスターがございますので、皆様の事業所の

中で配って頂ける方がいらっしゃいましたらお持ち帰りくだ

さい。以上、幹事報告です。財団委員会からご報告をさせ

て頂きます。本年度、大浜年度でロータリー賞の目標達成

に、財団の寄付額年次基金 5.000＄の目標を上げており

ますが、ポール・ハリス・ソサエティの寄付認証がございま

す。どういうことかと言いますと、毎年 1.000＄を TRF（ロー

タリー財団）に寄付するという契約のもとにこのポール・ハリ

ス・ソサエティというのがございます。今年度は、南波正幸

パスト会長が手を挙げられておりまして、ポール・ハリス・ソ

サエティに入会するということでございます。ですので

1.000は確実に集まるということでございます。年次基金だ

けに関わらず、ポリオや TRF が認定している寄付トータル

で 1.000＄でございます。毎年、1.000＄寄付するという会

員の方がいらっしゃいましたら、どうぞ手を挙げて頂きまし

て、ご入会のほど宜しくお願い致します。 

 

宮城早人社会奉仕委員長：皆様ご承知の通り、いよいよ

環境保全クリーン活動、ビーチクリーンが 10/2の午前 9時

から伊野田海岸の清掃が行われます。こちらは移動例会

という形を取らせて頂きます。既に 27 名の方が参加を表

明されています。もちろん今からでも間に合いますので、

ぜひご協力のほど宜しくお願いします。環境保全クリーン

活動は、Slak の方でご案内しておりますが、10/2（日）8：

50集合、9時開会、9：10から作業を開始、10：10に終了

します。場所は去年も実施されていますので、参加された

方はご存じだと思いますが、今年初めての方は去年行っ

た方に確認して頂いてお越しください。夏日が続いていま

すので、今日みたいな天気だとかなり体力を奪われると思

いますから帽子をお忘れにならないようにということ、飲み

物はこちらでもご用意はいたしますが、各自でも体調面に

は気を付けながら参加して頂きたいと思います。各係と事

務局、社会奉仕委員会の方は、8：30 集合でご協力をお

願い致します。クリーン活動を成功に結び付けたいと思い

ます。ご協力をお願いします。 

大田次男プログラム副委員長：新川委員長が欠席の為、

代行で周知致します。先週の例会で皆様のテーブルにゲ

スト並びに会員卓話者のアンケートということで、回収は 3

件ありました。まだ、会員の皆様におかれましては、ゲスト

スピーカーとしてどういったジャンルの人の話が聞きたいと

か、具体的な誰々の話を聞きたいとか、テーマとしてこうい

った事を聞きたいですとか、各テーブルに数枚のアンケー

ト用紙を置いてありますので、回答をお願い致します。プロ

グラム委員会として、各スピーカーのお願い等をしていき

たいと思っておりますので、宜しくお願い致します。 

橋本孝来危機管理委員長：皆さんこんにちは。ワクチンに

ついて情報を提供したいと思います。オミクロン株に対応

した 2 価ワクチン、これの接種が間もなく石垣市でも始まり

ます。対象となるのは、今回初めて打つ人ではなくて、3回

目のワクチン接種もしくは 4 回目のワクチン接種に該当す

る方。前回のワクチンから 5 か月経過した方が対象になり

✩総会員数：53 名 （名誉会員 2 名・出席免除会員 2 名） 

✩出席義務会員数：49 名 

✩出席人数：31 名 欠席人数：18 名 出席率：63.26％ 

≪司会進行：大本綾子・玉城一吉≫ 

✩ロータリーソング：奉仕の理想 ロータリアンの行動規範 

✩ソングリーダー ：米盛 博和 

☆メ イ ク ア ッ プ：大濵 達也 宮良 榮子 国仲 恵亮 

新川 正人 小林 昌道 

  

  例会記録  9 月 28（水） 第 12 回（通算 2948 回）  会員卓話   

会 長 挨 拶 

大 浜 勇 人 

✩ 副幹事報告・今西 敦之 ✩ 

✩ 会員・委員会からの報告 ✩ 



ます。今回初めて打ちたい方、2 価ワクチンは打てない事

になっております。改めて Slak の方に上げさせて頂きま

す。今年、インフルエンザが流行るんじゃないかと皆さん

心配されていると思いますが、同時接種可能となっており

ます。医療機関全統一したわけではないと思いますが、イ

ンフルエンザとコロナ両方を打っていくというのも可能にな

っております。感染報告のやり方も急にバタバタとやって

いるもんですから状況がはっきりし次第 Slak の方に文書

で上げさせて頂きます。その際には見ていただくようお願

いいたします。 

 

 

 

私とアートホテル（ホテル日航八重山）とは、平成 2年 2月

18日にこの会場で結婚式を挙げましたので、もの凄く思い

入れのあるホテルです。アートホテルさんとは長く付き合わ

せて頂いていて、サウナのみーふぁい湯の付帯工事は現

場代理人をやりました。先代の社長がサウナがもの凄く好

きで、毎日通っていたのを懐かしく思っています。ただでさ

え昼間暑い思いをしているのに、なぜサウナに入るのかと

思っていましたが、この年になると運動もあまりしないので

私もサウナに通おうかと思っています。まずは自己紹介か

ら。家族構成は、長男・長女・妻と私の 4 人です。1983 年

に世田谷区の某建設会社に入社、3 年勤めてそのあと杉

並区の工務店に勤務いたしました。好きな芸能人は初め

て見た所ジョージさんです。好きなスポーツは、野球・バス

ケットボール・サッカーです。これからやりたい事。・還暦に

なった年に日本 1週バイク旅行・国際カジキ釣り大会。もう

一度やりたい事。できるかどうかは別にして、トライアスロ

ン・サッカー・SUP・マリンジェット・キャンプ・ゴルフ・ギター

などをやりたいなと思っています。バイクにも興味がありま

す。HONDACB400F408というバイクが、沖縄 58号線沿

いのバイク屋さんに展示されていました。私に買ってくれと

言っていたので買いました。衝動買いです。このバイクは

1972年なので 40歳以上経っているバイクですが、乗らな

いと怒るんです。乗らないとタイヤもガソリンもダメになりま

す。今のバイクとはちょっと違うんですね。もう一台は、カワ

サキゼファーで、安定感のあるバイクです。釣りも好きです。

ミーバイやハマサキノオクサンも釣りあげました。お刺身、

煮付け、何でも美味しいです。それから与那国の世界大

会のカジキ釣りです。カジキのお腹には、178 ㎏・クロカワ

カジキ、私の名前と船名とが記載されています。2002 年 8

月 11日に与那国島近海で釣りました。約 2時間の葛藤で

した。こちらからは、権現堂の修理過程に入ります。修復の

条件には、・解体し元の形そのままに復元すること・工期 

前期約 1 年 後期 1 年・調査過程の結果、木材の継箇所

を決定する。図面は財団法人建造物保存技術協会が作

成した各図面をもとに目的に応じて石垣市教育委員会文

化課が調整する。着手前は雨・台風で被害が出ていてだ

いぶ酷い状況でした。瓦は昔ながらのやり方で仕方ない

のですが、ずれ落ちていて破損しています。平成 18 年台

風 13 号で欠落した宝珠や幹瓦や漆喰の剥離の状況など

があります。作業に入る前に、神殿全体を雨除けに素屋根

を設置して作業します。それから調査をします。現状復元

というのは必ずルールがありますので、教育委員会などは

文献調査に明け暮れます。昭和 53 年の災害に修繕した

箇所を空けてみると、モルタルが使用してありました。瓦の

取り付け位置も必ず元の位置に戻します。1 個でもずらさ

ないように最初にチョークで東西南北番号を瓦に明記して

のちに瓦の裏へ墨書きをほどこします。選別もします。選

別の結果使えない瓦は補足します。それから瓦選別打診

音響検査というのもして、再用瓦・補足古瓦とも全部手洗

いします。瓦に割れたものもありましたので、業者が新規作

成の幹瓦を焼き上げます。垂木残存調査・番付けというの

がありますが、この木を全部同じ位置に戻す為に 1本 1本

番付けします。板も 1枚 1枚に番号を付け、同じ位置に戻

すという約束ごとがあります。新しい材料は文化財研究の

先生が管理しています。次に焼き印ですが、いつ修繕した

かわかるように 1枚 1枚全部に年度の焼き印を入れていき

ます。ここで偶然に、過去の補修の記録が出てきました。

私のは、平成 19-20 年度補修でしたが、先代の玉吉さん

が補修した昭和 59-60 年度のものが出てきました。昔やっ

ていた仕事のあとに自分も携わることができたことは嬉しか

ったです。追掛大栓継、曲げのかかる材（梁、桁、母屋）を

つなぐときに使われる確実な継手。継いだ材は一本ものと

同等。その時のルールで新材は古材よりも3ｍぐらい大きく

する、何故でしょう？10 年後に瘦せて同じサイズになるか

らです。今回、ゴムアスシートを提案し、ゴムアスシート施

工の為本来は無かった野地板ですが、協議の結果施工し

ました。まとめ：人の体を治してくれるのは、お医者さんで、

家の不具合、修繕を治してくれるのは大工さん、人も家もメ

ンテナス？は大事な事。人も生きているというより生かされ

ている？医療、お医者さんのおかげで、人は長生きでる。

建造物も修繕を繰り返すことにより後世に残すこができる。

長い時間を使ってしましましたが、ご清聴ありがとうござい

ました。 

✩ 会員卓話：玉吉 秀庸 氏 ✩ 

   （株式会社玉吉建設 代表取締役） 

✩テーマ✩ 

修繕・復元保存修理～お医者さん・大工さん～ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ：✩大浜勇人氏：玉吉会員 卓話ありがとうございました。 

✩米盛博和氏：花の 70代になりました。✩今西敦之氏：例会欠席お詫び、上原先生、黒島栄作会員、先日はありがとうございした。 

✩山下暢氏：サウナ高くてすみません。✩新垣精二氏：玉吉さん、卓話楽しみにしていますいい「声」でした。 

✩垣本徳一氏：玉吉さん、会員卓話ありがとうございます。✩黒島栄作氏：仁開ガバナー補佐、新入会員オリエンテーション、大変勉強になりま

した。ありがとうございました！✩大島盛幸氏：玉様、卓話ありがとうございました✩新里裕樹氏：仁開さん、山下さん、大浜会長、オリエンテーシ

ョンありがとうございました。また玉吉さん、卓話ありがとうございました。 

◆BOX￥9,000（累計￥166.000） ◆コイン￥949 （累計￥5.647）合計￥171,648  

 ～ 例 会 風 景 ～  

2022 年（令和 4 年） 10 月 2 日（日）移動例会【環境保全クリーン活動：ビーチクリーン】 

第 13 回例会（通算 2949 回）於：石垣島北部 伊野田海岸 

大浜勇人会長挨拶：本日は移動例会として環境保全クリーン活動(ビーチクリーン)、石垣 RC としては 2 回目のビーチ
清掃活動でしたが、35 人の会員・ご家族・ご友人の皆様に参加頂き伊野田海岸を清掃することができました。10 月
の早朝とはいえ大変な暑さの中、ご参加頂いた皆様方に深く感謝すると共に、「八重山の未来の為に行動しよう」と言
う今年度のクラブテーマのもと、第一回目の社会奉仕活動が無事完了できた事に深く御礼申し上げます。また、今回の
事業で中心で活動して頂いた宮城社会奉仕委員長、山下公共イメージ委員長、事務局の君澤さん大変お疲れ様でした。
感謝申し上げます。出席会員数：24 名 ご家族・友人・知人 11 名 合計：35 名の方にご参加して頂きました。 
 

子供たちも頑張りました！ 

大濵達也氏 6 日（木）  松田新一郎氏 6 日（木）  宮良薫氏 12 日（水） 

西表浩司氏 14 日（金）  上原晃子氏 23 日（日）  今西敦之氏 28 日（金） 


