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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 

2023 年（令和 5 年） 1 月  18 日（水） 第 25 回例会（通算 2961 回） 

国際ロータリー第２５８０地区 

 今月のロータリーレート 1$￥132  

 
 

 

【米原ビーチ】 

島の北部に位置する米原ビーチ。遠浅のリーフには多種多様なサンゴと豊富な生物相が見

られることで知られています。ビーチの背後にはヤエヤマヤシ群落を有する於茂登岳の裾が広

がり、周辺には寒緋桜の自生地や荒川の滝などもあります。まさに石垣島の自然界の縮図のよう

な場所です。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は兎年という事で、新しい年が始まりました。今日は新し

い仲間になる石川さの入会式をさせて頂きます。その後に新

年会という形で、いつもと違って音楽も何もありません。ただ 1

年を通して、一度も登壇しないで喋らない方がいないように、

今日は皆さんに新年の挨拶と抱負を登壇して語っていただく

会にしたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。 

 

先ほど、理事会でも承認されました 2/23 から 3 泊 4 日にて、

やんばる学びに森、沖縄県国頭村で開催されます RYLA セ

ミナーご登録のお願いでございます。当クラブから吉田委員

長が地区に出向されています。また会員の大本綾子委員長

の娘さんが RYLA に参加されるということですので、1 人

3.000 円という登録料でございますが、会員の皆さんにもご支

援賜りたくお願い致します。理事役員のメンバーは全員の登

録をお願い致します。続きまして次年度、前原年度からの報

告でございます。先日、副幹事予定者の新里会員から、Slak

に送らせて頂きましたが、2023-24年の第 1回のアッセンブリ

ーを 1/25（水）に開催させて頂きます。場所は“かなざわ”とい

う居酒屋でございます。19 時から開催させて頂きますので、

理事役員の皆様どうぞご出席の方、宜しくお願い致します。 

 

森田安高国際・米山委員長：年末に国際大会の声をかけて

11 名の登録がありました。那覇東 RC は 10 名以上と聞いて

いますが、実際にはまだ登録がされていないようです。東京の

クラブでは 14名が最多で当クラブは 11名の 2 番目となって

います。登録料につきましては、会長がカードで一括支払い

をしていますので、まだの方は事務局までお願い致します 

 

 

 

 

 

入会させていただき、ありがとうございます。先ほど吉田さんか

らもあったように 15 年前に東京の立川という所から単身、移

住して来ました。18年前くらい前から、石垣島で土地を探しな

がら、ただ単に住むだけでなくて、将来ここで生活して最終的 

にはここでお墓を造って骨を埋めるんだということまで考えて、 

今の場所に決めて住んでおります。不動産屋さんも、10 件近

く見て、その中で仁開さんのところもおじゃまさせて頂いて、最 

 

終的には仁開さんのところじゃないところに決めましてけれど

も、土地を見つけたあと、家も建てなきゃいけないということで、

知り合いもいなかったので仁開さんに相談したら前木さんが

いいよとご紹介頂いて、前木さんにお家を建てて頂きました。

知り合いもいない GW の 5/2 に石垣に一人で来たことを、今

思い出しています。知り合いが誰もいないなか、地域の皆様

に支えられながら 15 年経って、いろんな繋がりが出来て、本

当に良かったと思っています。子供が 3 人います。私が東京

で暮らしていたことは知っていますが、石垣島で生まれ育って

良かったと思えるような地域にしたいなと思って、この先もこの

地で持てる力を皆さんに協力頂きながら、頑張っていきたいと

思いますので、この先も末永く宜しくお願い致します。本日は、

ありがとうございました。 

 

宮城早人社会奉仕委員長：新年あけましておめでとうござい

ます。石川さんご入会おめでとうございます。石垣島に来る前

に家を造ってから来るというのはなかなか出来ないことだと思

います。入植者精神の最たるもので、入植するというのはそう

いう気持ちで来るということで、石川さんのそういうところに感

銘を受けました。頑張って下さい。10月上旬にビーチクリーン

を伊野田海岸で、皆さまのお蔭で成功裏に社会奉仕活動が

出来たということと、11 月には八重山特別支援学校に救命胴

衣等を贈呈させて頂きました。大浜勇人会長と松田幹事、仁

開ガバナー補佐の絶大なるご尽力のお蔭で、この年度が素

晴らしく良い感じで進められていると思います。残すところあと

半年ではありますけれども、しっかり支えていきたいと思いま

すので、どうぞ本年もよろしくお願い致します。 

西表浩司職業奉仕委員長：明けましておめでとうございます。

職業奉仕委員の活動を振り返って、何にも出来ておりません。

来月 2月に移動例会で玉城さんのところの JTAに、5月か 6

月には、新川さんのところで船の見学を予定しております。ロ

ータリー活動に関しては以上ですが、去年を振り返って個人

の話です。1度もコロナに感染しませんでした。この 10日間、

事務所でだいぶお酒を飲みました。普段は、11 時頃寝ます

が、3時頃までお酒を飲んで 9時に起きて仕事をする。この繰

り返しでいまだにコロナに感染していません。まだまだコロナ

がウヨウウヨしていますので、皆さん気をつけてください。 

以上、本年もよろしくお願いします。 

吉田貴紀青少年委員長：新年明けましておめでとうございま

す。昨年 10月までマリンパレスで 1部屋借りて 1年以上そこ

で生活していました。と言いますのも、一昨年の 9 月に流行り

病にかかりまして、それで家族にもうつさないようにという事で

離れて過ごしていましたが、やっと解けて家に戻る事が出来ま

した。また娘が 1/4 に成人式を迎えられて嬉しいなと思ってい

るところでございます。今年度は、青少年委員長という事でイ

ンターアクトを設立して欲しいと大浜会長からもお願いされて

います。上半期はいろいろ動けなかった事もありますが、今日

は、八重山高校に行っていろんな話をしてもらいました。今後

はしっかりインターアクトの設立に向けて頑張っていきたいと

思っているところでございます。地区の方では、RLI 委員会と、

RYLAに出向させて頂いております。RLIにつきましては、今

月から次年度の会長幹事の候補者を 2580 地区で開催して

  例会記録  1月 11日（水） 第 24 回（通算 2960 回） 入会式並びに新年会   

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 ✩ 

✩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：24 名 欠席人数：25 名 出席率：48.99％ 

≪司会進行：今西 敦之・新川 正人≫ 

✩ロータリーソング：君が代 四つのテスト 

✩ソングリーダー：西表 浩司 

✰ビ ジ タ ー ：新田喜信様（可児 RC） 

✩ 新入会員の紹介 ✩ 

氏  名 ：石川 尚吾 氏 

会 社 名：（株）沖縄ダイケン八重山支店 

役  職 ：支店長（部長） 

生年月日：1976年８月 12日 

✩ 年 頭 の 挨 拶 ✩ 



いくところです。RYLAは 2/23からやんばるの森でカウンセラ

ーとして 3 日間、20 代の参加者と一緒に寝食を共にしながら

ファシリテーターの役割で朝から晩まで話をしてアドバイス等

の結構ハードですが、一生懸命頑張って参りたいと思います

ので、宜しくお願い致します。 

森田安高国際・米山委員長：僕のなかでは国際大会に石垣

クラブの参加人数を増やし、沖縄分区のメンバーで最低 30

名の人数を連れて行くという約束のもと委員になりました。国

際奉仕委員会に米山がついてきました。米山にいっぱい寄付

していますが、米山の事一切勉強していなくて、これからの半

年は米山の事も勉強して皆さんに説明できるように頑張ります

ので宜しくお願い致します。 

仁開一夫ガバナー補佐：明けましておめでとうございます。今

日は、石川さんが入会したお蔭で大浜会長の年度に入った

のがやっと1名になりました。全体で石垣RCのメンバーは52

名になりました。ロータリー賞は何のためにやったかと言いま

すと、会長は 1 年やると半年ぐらいで目標を失ってしまうので、

目標に向かってやってくださいという意味で嶋村ガバナーが

ロータリー賞を作りました。また、世界大会には 4 万人ぐらい

の人が集まるんです。前回大会のシドニーでやった時に凄い

なと思ったのは、エリザベス女王の妹のアン王女が会場に来

てスピーチする世界なんです。ロータリーはそれぐらい世界に

広まっているんだなと思います。世界に向けての結びつきは

ロータリーではないかなと私は思っています。また、ロータリー

は石垣 RC が何をやってくれるかという事ではなく、職業分類

が皆さん違います。いろいろ話し合って個人が成長してくださ

いと、これが究極のロータリアンです。また、IM大会は普通だ

ったらありますが、石垣クラブからガバナー補佐が出たので、

本来ならば石垣で IM 大会をするのが普通ですけど、今回の

嶋村ガバナーの時には、合同例会をという事で、那覇の方が

石垣に来るよりも、石垣や宮古島の方が那覇に行った方が早

いし、参加人数も増えると思いましたので、那覇で合同例会を

します。6/16（金）で場所はコレクティブホテルです。鈴木一作

さんという山形のパストガバナーに講話を 1時間ほどして頂い

て、その後、各テーブルでディスカッションをします。そうする

と各クラブの特徴が見えてきます。それから懇親会で最後の

打ち上げみたいにしたいと思っています。IM 大会の変わりに

合同例会ですから、皆さん参加して頂くようにお願い致します。 

新川正人プログラム委員長：7 月からプログラム委員長を仰せ

つかって、先輩、後輩がいない石垣島で卓話者の依頼等を 1

年間続けられるか不安でした。今のところ上半期無事にやり

遂げたかなと思っておりますが、このあと私一人の力ではダメ

です。是非とも皆様にお力をお借りしたいと思いますので、宜

しくお願い致します。 

大本綾子 SAA 委員長：明けましておめでとうございます。

SAA の委員長を仰せつかり上期何とか乗り切る事が出来まし

た。SAA 委員の皆さん、先輩方にご指導、ご協力を頂きなが

ら楽しい例会を目指して頑張って来ましたけれども、無事に上

期を終えられたかなと思っております。下期も皆さんと仲良く

楽しい例会をしていけたらと思っております。先ほど西表さん

がまだコロナにまだかかってないよと噓くさいようなことを仰っ

ていましたが、私は本当にまだかかっていなくて、出来たらこ

のままかからずに、下期の例会も休まずにしっかりと役目を果

たしていきたいと思っておりますので、皆様、下期もご協力の

ほど宜しくお願い致します。 

山下暢公共イメージ委員長：明けましておめでとうございます。

正月明けて少しゆっくりしております。皆さんも街中を見て感

じられていると思いますけれども、年末の 27 日までは全国旅

行支援、これは結構な反響でした。始まるまでは 5 千円だっ

たらそんなでもないんじゃないの？って現場も OTA の人も旅

行会社も思っていたんですが、やっぱり国が大手を振って出

かけていいよっていう、この反響は凄かったです。GoToより割

引は安かったですが、例えばアートホテル石垣島、ホテルミヤ

ヒラは、お一人様 1万円～1万 5千円ぐらいなので、5千円の

割引は結構なパーセンテージなんですね。これをＡＮＡやフ

サキだと一人 4，5万円なので、そうでもないかな？という結果

が 11 月 12 月に大きく表れています。お得に感じる、そんな

に安くしているわけでもない、便乗して上げているわけではな

いんですけど、ここのホテルだと今までに見た事がない 8割を

超えている。普通、冬は閑散期なんです。その閑散期を農協

観光ツアーや募集ツアーといったところで頑張って埋めてい

るというのが石垣や沖縄なんですが、ここに個人とかが流れ込

んだという結果が 12 月です。旅行支援も終わって昨日からま

た始まったんですけど、割引率が減ってそんなには爆発して

いません。なので 1 月はゆっくりした状態です。ただ 2 月、3

月、急激に予約が伸びている状態です。これは旅行支援が

再び始まったんだなというのを認識した人がようやく増えて来

ている。年末前とは違って昨日からは、古い予約はダメですよ、

新しい予約だけ旅行支援が適応しますよというルールに変わ

ったので、賢い人は予約を取り直すんです。知っている人は

始まってから予約を取り始めるんです。個人の予約は結構流

れているんですけど、募集ツアーとかは 1 カ月前にＤＭや新

聞とかで流すので 1 月はもう終わっているので無理なんです

ね。なので 2 月以降に申し込むというお客様が増えているの

で、2 月 3 月の予約が増えています。外に食事に行かれる計

画をされる方は 2月 3月は予約をしないと居酒屋に入れない、

そんな状況に多分なると思います。委員会のお話をさせて頂

きますと SＮＳは結構な反響を頂いております。1 年前の 1 月

のFacebookは 355名でした。最新では 607名になりました。

無条件で 600 名見て頂いている状況があります。Facebook

には、管理者になるといろんなデータが見れるんです。その

中で何人がこの投稿を見て頂いたかというリーチという数値で

今年度 7 月以降のロータリー関連投稿について、ビーチクリ

ーン投稿のリーチ数 2,130 名に見て頂きました。ポリオ募金

根絶活動は 1,956 名、上野 RC との姉妹締結 1,528 名、八

重山特別支援学校への支援活動 1,516名、現状で 1回の投

稿で 1,500 名～2,000 名が我々の行動を見て頂けてるという

ところまできました。本来の目的である石垣ＲＣの活動を委員

会の名前である公共イメージを上げて行こうというところには

だいぶマッチしてきたかと思います。沖縄本島のクラブがやっ

ている Facebook にも充分に追いついてきたかなという状況

でございます。昨年は沖縄分区よりツイッターやインスタグラム

をやれという連絡が来たんですが、さすがに毎日つぶやく時

間がありませんので、インスタグラムだけは少しさせて頂いて

います。HPにアイコン載っていますので是非見て下さい。 

南波正幸クラブ研修リーダー：明けましておめでとうございま



す。今年度は、研修リーダーという今まで無かった委員会の

委員長を仰せつかりましたが、研修リーダーが何をしたらいい

のか分かっていません。ガバナー補佐と会長にも相談して、

若い人の意見も聞いて、今後 3年、5年先のビジョンを考えな

さいということですので、皆さんの力が必要です。後期は皆さ

んにお尋ねすることが沢山あると思いますので、その時は快く

受け止めて頂いて、今後の石垣 RC がどういう方向に進んで

行くかというビジョンを語って頂いて、それをまとめていくのが

私の役目かなと思います。これからはいろいろな意見を聞き

たいと思いますので宜しくお願い致します。 

垣本徳一プログラム委員：明けましておめでとうございます。

入会させて頂いて 1 年になります。お蔭さまで新年号の名刺

広告等、誠にありがとうございました。新年の創造ですけれど

もロータリーについても頑張ろうかなと思っております。実は

20年前にやっていたトライアスロンに申込ました。20年ぶりに

挑戦しようと思って、元旦の 3 時に自転車で家を出ました。思

い切って出たのはいいんですが、わずか 3㌔ぐらいでコケて 

しまいまして、脳震盪で意識不明で救急車で搬送されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めての経験でした。2 日入院しまして退院しました。ようやく

見れる顔になりました。今年は当たり年になればいいなと思い

ます。良い年にしたいと思います。三段跳びとまでは言いませ

んが、ホップステップジャンプと思いきって飛躍の年にしたい

と思いますので、皆さん宜しくお願い致します。 

前原博一副会長：明けましておめでとうございます。年が明け

まして、後期はやるぞという顔に変わっていると思います。ぜ

ひ後半戦もロータリー活動を見守っていきたいと思います。去

年、上野 RC さんと姉妹締結した時に、家内に次年度会長に

なる事を話ますよと伝えましたが、その翌日ぐらいに大本さん

が事務所に挨拶に来て頂いた時、家内がたまたま対応して、

大本さんが次年度の話をしたきっかけに、家内がその夜に知

るという事件がありました。自分から話すべきだったんだなと思

いましたが、大本さんに助けてもらいました。会長になった時

には、家内も一緒にという場所にして参加して行きたいと思い

ます。あと半年は大浜年度がありますので、しっかり頑張って

いきたいと思います。今日入会された石川さん、どうぞ宜しく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～ 例 会 風 景 ～  

本日のニコニコ：✩大浜勇人氏：新年あけましておめでとうございます。石川さん、これからよろしくお願いいたします。 

✩仁開一夫氏：石川様 入会おめでとうございます。ロータリーを楽しんで下さい。✩宮良榮子氏：明けましておめでとうございます。今年もロー

タリーを楽しみましょう。感謝！✩南波正幸氏：明けましておめでとうございます。石川さん、入会おめでとうございます。 

✩上原晃子氏：新年おめでとうございます。皆様にとって素晴らしいい一年となりますように。✩橋本孝来氏：あけましておめでとうございます！

今年もよろしくお願いします✩森田安高氏：新年あけましておめでとうございます。石川さん、入会おめでとうございます！！ 

✩大田次男氏：本年も皆仲良く活動していきましょう。よろしくお願いします。✩前原博一氏：石川さん、よろしくお願いします。 

✩今西敦之氏：新年あけましておめでとうございます本年もよろしくお願い申し上げます。✩西表浩司氏：新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。✩新田喜信氏：あけましておめでとうございます 2度目おじゃましました。よろしくお願いします。 

◆BOX￥13,000（累計￥229.000） ◆コイン￥461 （累計￥12.613）合計￥241,613  

小林 昌道氏 4 日（水）  新垣 精二氏 6 日（金）  宮城 早人氏 21 日（土） 

素敵な笑顔で新年がスタートいたしました！今年もよろしくお願いいたします。 

入会おめでとうございます！ 


