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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） 9 月  28 日（水） 第 12 回例会（通算 2948 回） 

国際ロータリー第２５８０地区 

 今月のロータリーレート 1$￥139  

 
 

 

【 宮良川 】 

島の南部を流れる島内最大*の河川。下流ではオヒルギなどのマングローブが生育し「宮良川

のヒルギ林」として国の天然記念物に指定されています。川の両側にはサトウキビやパイナップ

ル畑、水田などの農耕地が広がる一方で、大雨の後には赤土が流出し、マングローブやサンゴ

礁などの生態系への影響が懸念されます。 
*出典:「沖縄の河川トップ 10」（沖縄県土木建築部河川課・平成 25年 10月 25日発表）より 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、エリザベス女王がお亡くなりになりました。お悔やみ

申し上げますとともにご冥福をお祈りしたいと思います。 

さて、先々週の地区大会、登録が 24名でしたが、どうして

も台風の影響で断念された方もいらっしゃいますので参

加は 17 名となりました。ロータリー賞の 13 項目がやっと

一つ目、花をつける事ができました。ご協力ありがとうござ

いました。本会議のなかでは、セキマさんという方がいらっ

しゃいましたが、嶋村ガバナーとインドに行った時にお会

いしていました。ロータリーと私ということで 40 分に渡りお

話を頂いて大変感銘を受けました。先週の日曜日に津波

警報が出てびっくりしたと思います。私は那覇にいたんで

すが、ニュースを見ていて台湾で地震があったということ

で、台東東 RCが有効クラブなので、この 2.3年は交流が

途絶えてしまっているもんですから、ラインを探して日本

語でどうですか？と聞いたら台東東は特に問題はありま

せん、気を使って頂き感謝します。と返信がありました。大

濵達也さんのお父さんからの交流の繋がりでありますので、

達也さんの方にもお話したら、ぜひ今度一緒に行こうと仰

ってくださいました。本日は、吉田会員から RYLAについ

てのお話を伺います。私の息子も興味を持ってくれたの

で、申請には論文が必要だということなので、今度その話

もしようかと思っているところです。本日は、吉田会員よろ

しくお願いいたします。 

 

皆さんお久しぶりです。皆さんから見て右側のボードにロ

ータリー賞達成目標に一つリボンが付きました。地区大会

に 15名以上の出席という事で、24名参加されましたので

一つ付きました！（拍手）他にも付けれるところはあります

けれども、追々やって行きたいと思います。引き続き皆様

のご協力お願い致します。もう一点、ガバナー事務所より、

ハローRotary 第一クールのご案内が来ております。こち

らは入会 2年未満の会員に対してのオリエンテーションで

ございます。8 名ほどの対象者がいるみたいですので、こ

ちらの方はまた事務局からご案内をさせていただきます。

以上、本日もよろしくお願いいたします。 

 

仁開一夫ガバナー補佐：皆さん、地区大会はご苦労さん

でした。帰りは台風接近のため、朝一番の飛行機で慌た

だしく帰って来たことと思います。地区大会でのちょっとし

た報告を致します。本会議の前日に会長幹事晩餐会とい

うのがあります。そこでディナー形式で食事をしますが、た

またま隣に座っていた方が、青梅ロータリーの会長幹事で

した。青梅ロータリーの会長幹事が話している声が聞こえ

たんですね。岩尾碩さんという名前が出てきましたので、

岩尾碩さんて病院の医介輔をしている方ですか？と聞き

ましたら「そうですよ」と、小沢秀瑛さんというという名前も

出てきたので、パストガバナーですか？と聞いたら「そうで

すよ」ということで、私たちは指田文庫を通じていろいろお

付き合いがあります。指田文庫というのは、竹富島に初め

て医者としてパストガバナーが東京から来たんです。それ

で 3 年間、1000 奉公して帰ったんですけれども、その帰

る時に指田文庫を作って東京に帰りました。帰る時に、仁

開君、上勢頭さん、竹富島に何か残したいなということで

指田文庫を小中学校に作ってから 20 年間続いています。

ロータリーは、伝統や歴史を変えてはいけないものもある

し、時代によって変化する事もあります。石垣RCは 20年、

指田文庫に寄付してきました。本会議で、岩尾碩さんが

来て、仁開さん上勢頭さんにお願いがありますと、ポケット

から 5 万円を出して、これを指田文庫に寄付して欲しいと

いう申し出がありましたので、有難く頂戴して上勢頭先輩、

会長にも報告してお礼状を出しました。クラブによって伝

統や歴史があります。石垣 RC は毎年 5 万円を寄付して

文庫を揃えてくださいとしております。竹富小中学校には、

指田文庫というコーナーがあります。私はガバナー補佐に

なって、いろんなクラブを訪問しました。例えば名護RCは、

創立して 42 年経ちますが、何をしているかというと、北部

地区の新人野球大会の主催者になっています。普通は

中学校の新人野球大会は教育員会とかが主催になりま

すが、名護 RCが主催になって 42年間ずっと続いている

わけなんです。そういう歴史や伝統を学んでいったらまた

素晴らしいロータリアンになると思います。地区大会の報

告でした。ありがとうございました。 

宮城早人社会奉仕委員長：社会奉仕委員からご連絡で

ございます。先に Slak などで皆さんに通知はさせて頂い

ているところでありますけれども、この度、来る 10 月 2 日

（日）に去年に引き続き環境保全クリーン活動ということで、

ビーチクリーンを行うという事で準備を進めております。10

月 2日（日）8時 50分集合、9時開会、9時 10分から 10

時まで伊野田海岸での清掃ですす。多数の皆様にご協

力いただいて、伊野田海岸のクリーン活動をして行きたい

なというような事です。皆様方におかれましては、大変ご

多忙のところ、またお話を聞きますと市内ではイベント等も

✩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：大島 盛幸・大本 綾子≫ 

✩ロータリーソング：手に手つないで ロータリーの目的 

✩ソングリーダー ：垣本 徳一 

☆メ イ ク ア ッ プ：小林 昌道 佐久本 達 宮良 榮子   

  

  例会記録  9 月 21（水） 第 11 回（通算 2947 回） 会員卓話   

会 長 挨 拶 

大 浜 勇 人 

✩ 幹事報告・松田 新一郎 ✩ 

✩ 会員・委員会からの報告 ✩ 



行われるという事で、参加したくても重なってしまっている

という方もいらっしゃるようですけれども、何卒、皆様には

ご参加のご協力をいただきまして、伊野田海岸のビーチ

クリーンを実施させて頂きたいと思います。嶋村ガバナー、

大浜会長年度の社会奉仕活動としての大きなイベントで

すので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

新川正人プログラム委員長：大変ご無沙汰しております。

地区大会は台風のためエントリーをしなかったわけではな

くて、大変な目にあいながら療養していました。ご心配あり

がとうございます。今日は、プログラム委員会からの連絡

でございます。皆さんの手元のアンケート用紙のご確認を

お願いします。アンケートの目的は、ゲスト卓話を依頼す

るに当たり、会員の皆様からの要望もぜひ反映させながら

卓話者を招聘したいなと思っております。正直に申し上げ

ますと、ゲストの卓話者を確保するのに、プログラム委員

のメンバーはご苦労をなさっていると思いますので、皆さ

んのご要望をくみ取りながらゲストの皆様を確保してまいり

たいと思います。そういう意味で是非ともアンケートのご提

出をよろしくお願いしたいと思います。 

 

 

 

私は今年度、地区の RYLA 委員会に出向させて頂いて

おりまして、各ロータリークラブにお邪魔させて頂いて、各

会員の皆様に RYLA の学友を出して頂きたいというお願

いで参加させて頂いております。少し私の自己紹介をさ

せて頂きます。1979 年 2 月 18 日生まれの 43 歳です。

石垣島生まれの石垣出身、子供は 3人です。私の趣味は

旅行でして、いろんなところに行くのが好きです。仕事と

旅行で 47 都道府県制覇、海外旅行 27 カ国、旅先では

その土地の食材を使った料理、お酒、観光地、ホテル

の泊まり歩き、人との交流が好きです。（英語で簡単

な会話や様々な英語での手続きする事できます)また、

釣りやファスティング、格闘技の鑑賞ウォーキング、

読書、音楽も好きです。資格では、総合旅行業務取扱

管理者を持っていて、港の西表島観光センターという

会社を始めた時に、コロナの期間中に勉強して取りま

した。私自身、生き方というのを定めてこんなふうに

やりたいなと生きているところなんですが、恥ずかし

いのですが「愛と喜びと情熱に満ちた自由な生き方」

をテーマに生きて行きたいと思っています。周りの人

たちに愛情を持って接してあげたり、喜びを提供して

あげたり、情熱を伝えたりとか、そういうのが周りに

満ちている人生というのがワクワクするので、そんな

感じで考えて生きていたりします。仕事は、㈱ロイヤ

ルマリンパレス、㈱西表島観光センター、ラッキーフ

ァクトリーエンジニア㈱、3 社の経営をしております。

2000 年に名古屋でパソコンの販売のサラリーマンを

しておりまして、(有)ロイヤルマリンパレスが競売に

出ていましたので、母と弟の 3 人でスタートいたしま

した。2014 年に会社の代表になりまして、妹も戻って

来て 4 人で会社を経営しているところでございます。 

ここからは RYLA についてのお話させていただきま

す。RYLA とは何かと言いますと、リーダーシップを

発揮したい、自分の可能性を広げたい、世界を変えた

い、その考えを実現するための第一歩となるのが、ロ

ータリーの青少年の指導者養成プログラムというこ

とです。1959 年にオーストラリアで発祥されており

ます。第 2580 地区では、第 1 回 2018-19 年度に嶋村

ガバナーが委員長の時に沖縄南城市、玉城青少年の家

で 2 泊 3 日で開催されました。第 2 回は 2019-20 年

度に金武町のネイチャーみらい館で 2 泊 3 日で開催、

そこから 2 年間は新型コロナウイルスの影響で中止

になりましたが、今年度は 3 回目でボリュームをつけ

て田名毅委員長のもとで、3 泊 4 日、国頭村安波、や

んばる学びの森で開催するイベントを計画していま

す。RYLA では、3 泊 4 日で朝昼晩とずっと学友たち

が寝食を共にするということで、通常は親睦の熟成に

は長い時間がかかりますが、RYLA の最も特徴的なと

ころは「親睦が一夜にして出来上がる」と言われてい

るところでございます。大自然の中でやる意義につき

ましては、人は大自然の情景の前では、謙虚な心が生

まれる、そこで情報を遮断して自分を見つめ直しても

らう、そんな機会で体感するためにこういう大自然の

なかでさせていただこうということになります。 

そして、一流の講師陣も呼んでおりまして、琉球大学

の理学部教授の久保田さんや、環境関係の大学のスペ

シャリストだったり、科学技術院大学の方だったりと、

そういった方々を予定としております。RYLA 委員会

のロータリーメンバーがカウンセラーということで、

私もカウンセリングをするんですが、3 泊 4 日で彼ら

彼女らのいろんな話を聞いてあげて、相談相手になり、

また私たちも学びになると思いますし、お互いが成長

機会になると思います。3 年前の写真ですが、各グル

ープにおける受講生の親睦に基づいた信頼関係の構

築。グループワーク方式で、27 名の受講生 9 名づつ

を 3 班に分けて、常にみんなでグループごとに行動し

て、所属感を養いお互いに寄り添う事を他社奉仕する。

夜にはディスカッションなどもします。フォーラムに

関する時間をかけて賛否両論のなかで、いろんな価値

観のなかで話して頂いて、時には熱くなることもあっ

たりします。そういったなかで討論形式のなかで知的

な修練を養ったり、バズセッション、まるでハチが飛

び交う羽音のように賑やかに話し合う様を言います

✩ 会員卓話：吉田 貴紀 氏 ✩ 

   （㈱ロイヤルマリンパレス 代表取締役） 

✩ RYLAについて ✩ 



が、こういう事をすることによって本音で語ることに

より、自分との違いを理解し、相手を認め信頼が生ま

れるというところを培っていただこうと思っていま

す。募集内容につきましては、2023 年 2 月 23 日（木）

～26 日（日）場所は、沖縄県国頭村・やんばる学びの

森、募集人数は 27 名（在京 20 名・沖縄 7 名）募集資

格には、地区のロータリークラブから推薦を受けた 20

歳～概ね 30 歳の男女、将来地域においてリーダーに

なる可能性がある受講生を各クラブから探して推薦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

していただきたいと思っております。 

今年度の RYLA のテーマは『IMAGINE RYLA』「や 

んばるの森から環境問題を」・「沖縄の基地から平和 

を」・「国際性、多様性の理解を」これらを学びなが

ら、フォーラムテーマについて参加者が各グループで

夜を徹して真剣に語り合い、自分達が社会において何

が出来るかを一人一人に IMAGINE してもらいます。

以上で、私の卓話とさせて頂きます。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ： 

✩大浜勇人氏：吉田会員 卓話ありがとうございました。地区大会、多数参加ありがとうございました 

✩松田新一郎氏：吉田さん、ありがとうございました。地区大会参加された方、お疲れさまでした。 

◆BOX￥2,000（累計￥157.000） ◆コイン￥1.736 （累計￥4.699）合計￥161,699  

米盛博和氏 7 日（水） 上勢頭保氏 9 日（金） 松原栄松氏 15 日（木） 

橋本孝来氏 16 日（金） 松尾和彦氏 20 日（火） 黒島剛氏 24 日（土） 玉吉秀庸氏 29 日（木） 

2022-2023 年度 第 2580 地区 第三回 RYLA セミナー受講生募集のご案内 

募集内容 日 時 ：2023 年 2 月 23 日(木)～26 日(日) 

      場 所 ：沖縄県国頭村・やんばる学びの森 

      募集人数：27 名（在京 20 名、沖縄 7 名）  

応募資格・地区のロータリークラブから推薦を受けた 20 歳～概ね 30 歳の男女  

・将来地域においてリーダーになる可能性がある受講者を各クラブで探し推薦して欲しい  

今年度の RYLA のテーマ 

『IMAGINE RYLA』 

 

 
◎文化的孤島という非日常的な集団での共同生活をすることを体感してもらう 

 

 ～ 例 会 風 景 ～  


