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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） 12 月  7 日（水） 第 21 回例会（通算 2957 回） 

国際ロータリー第２５８０地区 

 今月のロータリーレート 1$￥138  

 
 

 

【 田
た

福
ふく

農園 】 

バンナ岳の麓でパイナップルや島野菜などの生産・販売をしている農園です。庭園が一般

に開放されていて、時期が合えばサガリバナやスイレンの花を観ることができます。六月の末、

昼はひっそりとした溜池ですが、夕暮れのライトアップとともに神秘的な世界が広がります。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。先日は東京上野RCとの姉妹クラブ締

結式、滞りなく感動いたしました。それも皆様のご協力の賜

物と感謝申し上げます。当日は、サンセットクルーズから始

まって、曇り空で見えませんでしたが、皆さんとても楽しい

時間だったのではないかなと思っております。森田パスト会

長から船を出して頂いて、豪華な姉妹締結を行うことができ

ました。上野の皆さんも大変喜んでいてお礼状が来ていま

すので、読ませていただきます。 

御礼：謹啓 時下ますますご清祥のことと、お喜び申し上げ

ます。さて、先日の姉妹クラブ締結調印式では、大浜会長、

松田幹事をはじめ会員の皆様には、大変素晴らしいホスピ

タリティでおもてなしを頂き、誠にありがとうございました。参

加した会員一同、大変感動した素晴らしい思い出になりま

した。今後は、更に友情と親睦を深めて参りたいと存じます。

貴クラブの益々のご発展と会員の皆様のご健勝を心からお

祈り申し上げます。取次ぎ書中をもって御礼とさせて頂きま

す。謹白。ということです。ますます上野との交流を深めな

がら、東京のクラブですので、地区大会に行った際に毎回

会うと思います。親睦を深めお互いロータリアンとして成長

していけたらと考えておりますので、宜しくお願い致します。

さて、本日は特殊な例会で短めになっていますが、このあ

と八重山特別支援学校に防災グッズの寄贈式を行います。

思い起こせば去年の夏に、社会奉仕委員会の宮城早人委

員長に、何かないかなということで相談させていたところ、

特別支援学校に何か寄贈してみたらどうですかという話が

ありまして、校長先生、教頭先生と話をした段階では、僕の

イメージでは、県の学校でどうしても予算化されているので、

教育グッズみたいな予算が毎年決まっているので、そういう

のでやれるのかなというイメージで話を聞きに行ったところ、

実は、津波危険区域に指定されているんですが、そういう

設備が無い、どうしても 100年に１度、50年に 1度あるかな

いかというようなものに対するものですので、どうしても教育

設備に先に予算を充てちゃうので、じゃ我々がロータリーク

ラブとして、出来るものと言ったら先ずは子供たちの命を守

ることに活かせて頂けたらということで、この後 14：30から現

地で寄贈式を行いますので、ぜひ皆さん奮ってご参加いた

だければと思います。宜しくお願い致します。最後に、石垣

島製糖株式会社の西村さんが、今年の 6 月から総会で変

わられたということで、入会式を執り行いたいと思います。

本日は、宜しくお願い致します。以上で、私からの挨拶とさ

せていただきます。 

 

本日の幹事報告は 3点ございます。初春の交換会がANA

インターコンチネンタルホテルで開催されます。受付 15 時

から開演は 16 時からとなっております。申込登録料は

3.000 円となっておりますのでご参加される会員の皆様は

事務局の方までお申し込みをお願いいたします。また、こ

れに伴いまして何点か制約等々の案内がありますので、併

せてその案内もご一読お願いいたします。2023 年の国際

大会についてのご案内でございます。先般、国際委員長

の森田委員長からSlackまたはFAXで会員の皆様にはご

連絡させて頂いていると思いますが、2023 年はオーストラ

リアのメルボルンで開催されます。開催日程は、5/27～31

日までの期間となっております。登録料につきましては、

12/15 まで 475＄、3/31 までが 575＄、5/31 まで 675＄と

なっておりますので、早期早割の申込をされたら得かと思

います。現在、当クラブからは、7 名の方がエントリーされて

おります。大浜会長が、今年度は 10 名の参加をお願いし

たいという事でございますので、どうぞご参加される方は事

務局の方まで早急にご Slack または e-mail、FAXにてお

返事をお願い致します。テーブルにはお菓子を置いてござ

います。先般、東京上野 RC と姉妹クラブ締結した際のお

礼でございます。どうぞ皆さんお持ち帰りください。先ほど、

宮城委員長より報告がありましたが、地区補助金事業があ

りますので、ご参加される皆様は例会後、速やかにご移動

よろしくお願い致します。もう 1点、こちらは財団委員会から

ですが、本日 11/30 を持ちまして財団月間が終了致します。

しかしまだまだご寄付につきましては、受け付けております

ので、どうぞ財団のご理解を頂きながら、改めましてご寄付

をよろしくお願い致します。以上、幹事報告並びに財団委

員会からの報告を終わらせて頂きます。 

 

宮城早人社会奉仕委員長：今日はいろいろと忙しい日程

になっていますので、その日程のことについてお伝えした

いと思います。こちらの例会が終わりましたら、地区補助金

プロジェクトといたしまして、救命胴衣・リヤカー・防災用具

等の寄贈式を八重山特別支援学校の方で行うということで

す。寄贈品は、ライフジャケット70着、折り畳み式リヤカー、

✩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：27 名 欠席人数：22 名 出席率：55.10％ 

≪司会進行：大本綾子・玉城一吉≫ 

✩ロータリーソング：四つのテスト  えんどうの花 

✩ソングリーダー ：山下 暢 

☆メ イ ク ア ッ プ：南波 正幸 宮良 榮子 松田 新一郎 

  

  例会記録  11 月 30（水） 第 20 回（通算 2956 回） 入会式並びに地区補助金プロジェクト   

会 長 挨 拶 

大 浜 勇 人 

✩ 幹事報告・今西 敦之副幹事 ✩ 

✩ 会員・委員会からの報告 ✩ 



防災用具収納倉庫 1 台ということになっています。昨年度

から大浜勇人会長と、松田幹事のプロジェクトとして申請し

て補助金が通りました。13：30 に例会が終わりましたら、八

重山特別支援学校に参加される方は車で移動して頂いて

大丈夫です。当初は、車の台数制限なども言われておりま

したが、広い駐車場がありますので、ご自身の車で行かれ

てもいいですし、もちろん同乗して行かれてもいいです。14

時頃には到着していただいて、学校の職員が駐車場の案

内をいたします。会場は体育館になっています。贈呈式は

14：30 からで会長挨拶、写真撮影まであります。皆さま奮

って参加頂きたいと思います。もし津波があった場合に備

えあれば患いなしということで、ライフジャケットをお贈りさせ

て頂くという趣旨のもとで贈呈させて頂きます。皆さまも一

緒に贈呈式に望んでいただきたいと思います。 

 

 

 

 

皆様こんにちは。石垣島製糖の西村と申します。昨年の 9

月からこちらの石垣島でお世話になっておりまして、今年

の株主総会で前任の松林から代表取締役の方を引き継が

せて頂きました。もともとは私は、大阪の出身で、今の石垣

島製糖の親会社にあたるところで仕事をさせて頂いており

ました。大阪の堺に 20年近く仕事をさせて頂いて、その 

あと、千葉県の市原市というところに工場がありまして、そち

らに転勤になって 3年、そのあと北九州の門司にまた転勤 

になって、そちらは 5 年ぐらいで東京に転勤になりまして、

東京では 3年ぐらいで、それから東京から石垣島の方に来

させて頂くことになりました。年齢は今年で 55歳です。 

 

 

 

＜会長挨拶：大浜 勇人＞ 

石垣ロータリークラブは、国際ロータリー第 2580 地区に属

しています。その地区には補助金を活用して各クラブで事

業をすることができます。今年度は、八重山特別支援学校

に何か支援ができないかと、松田幹事、社会奉仕委員長の

宮城早人さんと話し合い、また浦崎校長先生、大城教頭先 

生に聞き込みをしたところ、津波災害警戒区域に指定され

ていますが、防災用具が不足していると伺いました。島の 

子供たちの安全確保には何が必要か、どうすれば被害に 

合わずに避難できるかということを考えて話し合った結果、

ライフジャケット、折り畳み式リヤカー、それを保管する倉庫

が必要なのではないかと考えて地区へ補助金の申請いた

しました。その申請が通り、今日、こちらでこうやって寄贈す

ることができました。このたび、石垣ロータリークラブからの

ライフジャケットをぜひ活用して防災訓練に励んでください。

いっぱい練習しないと迅速には着られないので、先生のご 

このあと恐らく定年の歳なので、このままここに骨を埋めるこ

となのかなというふうには考えていますけれども、今のところ

一人で去年からこちらにお世話になっておりますが、家族

は北九州に残ったままなので、今後はこちらに呼び寄せる

ことになると思いますので、その際はまた家族ともどもよろし

くお願いいたします。まだ石垣島に来て 1 年とちょっととい

うところで、なかなか生活が整っていない部分もありますの

で、何かとご迷惑をかける部分もあるかとは思いますけれど

も、一つご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導のもとしっかりと訓練をしてスムーズに非難ができるよう

になってください。 

＜社会奉仕委員長挨拶：宮城早人＞ 

皆様こんにちは。八重山特別支援学校は、津波危険区域

に指定されている地域であるようで、15ｍぐらいの大きな津

波が来ると、万が一の話ですけれども、そいう被害にあって

しまうというという恐れがあって、その辺が手薄であるという

ことを、校長先生、教頭先生からお聞きして当クラブの大浜

会長が、手薄になっているなら補助金で申請しようかという

ことで、お話にもありましたように、石垣ロータリークラブは

各あるロータリークラブの 2580地区という一つのクラブであ

ります。その地区へ補助金として申請させて頂きましたとこ

ろ、その内容が認められて、このように贈呈させていただく

運びになった次第でございます。11 月 5 日は津波の日だ

ということです。本当に津波が襲来すると、あっという間に押

し寄せてくると、ハンディを持ったお子様がいらっしゃる学

園内がパニックにならないようにという意味も込めて贈呈さ

✩新入会員：西村 剛志 氏 ✩ 

会社名：石垣島製糖株式会社 役職：代表取締役社長 

職業分類：製糖業 生年月日：1967年 11月 14日 

 

 ～ 例 会 風 景 ～  
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地区補助金プロジェクト 【八重山特別支援学校 防災支援事業】     

西村剛志さん 入会おめでとうございます。 

これからどうぞよろしくお願いいたします 

ライフジャケット 70着・折り畳み式リヤカー・保管倉庫の寄贈式        

 



せて頂く事になりました。「備えあれば患いなし」ということで、

本当にあるかないか分からないですけれども、津波という恐

い災害が起きた時に備えて置くということで、またいろいろ

訓練もされながらご対応頂けたらというふうに思っておりま

す。浦崎校長はじめ大城教頭、また先生、職員の皆様方、

平素からの生徒に対する献身的な教育、深甚なる敬意を

表させていただきます。そして生徒の皆さん、この学校で楽

しく伸び伸びとはつらつと成長していただきまして、災害な

どで決して被害にあわないように皆様が元気で過ごしてい

ただけるように心から願っております。 

＜生徒代表あいさつ：下地
し も じ

拓
たく

真
ま

さん（高等部 2年）＞ 

いしがきロータリークラブのみなさん、今日は、ぼくたち、八
はち

特
とく

のこどもたちのために、ライフジャケット、おりたたみリヤカ

ー、そうこをプレゼントしてくださり、ありがとうございます。八
はち

特
とく

の安全のため、八
はち

特
とく

の未来のために、このプレゼントを

大切につかわせていただきたいとおもいます。今回は、八
はち

特
とく

のために来校してもらい本当にありがとうございました。 

＜校長挨拶：浦崎達夫＞ 

こんにちは。校長の浦崎です。石垣ロータリークラブ大浜 

会長をはじめ、多くの会員の皆さまにおかれましては、本日、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような機会を頂き、誠にありがとうございます。本校にお 

いては、学校の危機管理対策として、学部、そして寄宿舎

とそれぞれ、年間数回の地震津波火災避難訓練を実施し

ているところです。本校の海抜は 14 メートルとなっており、

一時避難場所は宮良公民館となっておりますが、石垣市の

防災マップにおいては、本校の津波災害警戒区域の基準

水位は 2 メートル以上～5 メートル未満とされており、もしも

の時にむけての防災準備は必須となっております。また、

去った 11 月 5 日は「世界津波の日」に設定されており、今

回の救命道具 70 着、リヤカー3 台、また保管倉庫の贈呈

はまさに、時を得たものだと考えております。本来、救急防

災用具が使われないことが一番ですが、自然災害はいつ

どのような時に起こるのか想定できません。その為にも、日

頃からの準備は大切となります。今回頂いた防災用具は、

今後の訓練時に活用させて頂き、いざという時の子供たち

の命の確保、安全管理に努めさせていただきたいと思いま

す。本日は、誠にありがとうございます。 

あらためて感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ：✩大浜勇人氏：西村さん、ロータリークラブ入会おめでとうございます。これからよろしくおねがいいたします。 

✩今西敦之氏：西村剛志様、ようこそおいでくださいました。ロータリー楽しんでください。 

✩新川正人氏：西村様、ようこそロータリークラブへ。今後ともヨロシクお願いします。 

✩垣本徳一氏：西村剛志さん、入会おめでとうございます。 

◆BOX￥4,000（累計￥181.000） ◆コイン￥221 （累計￥7.100）合計￥188,100  

前木 繫孝氏 19 日（月） 砂川和徳氏 21 日（水） 玉城力氏 21 日（水）遠藤正夫氏 25 日（日） 

 ～ 八重山特別支援学校 寄贈式風景 ～  

生徒代表：下地拓真さん 浦崎 達夫 校長 


