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会長 河村 幸司

「会員基盤の増強、
楽しい親睦と奉仕
そして教育の支援を」

来週の例会

疾病予防と治療月間

■ 本日の卓話

「 感謝 」

山田 隆教 君

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 12月度定例理事会

■ 12月9日（木）

「ＩＭ第4組ロータリーデーについて」

ＩＭＲＤ実行委員長 大橋 秀典 君

いよいよ１２月に入りました。２０２１年も最後の一月です。今年はコロナ禍の中対面例会の月が少なかった

ですが、やはり皆様とお会い出来お話が出来る例会が喜ばしく思います。今月は『疾病予防と治療月間』で

す。6つの重点分野の２番目に挙げられるこのテーマは「ポリオ」「エボラ出血熱」「HIV･エイズ」「デング熱」な

どの疾病に対する予防や治療を推進するものです。

さて明日１２月３日は地区大会の日です、テーマは【動くぞ！！オーサカ！】と成っております。吉川ガバ

ナーは世界に目を向けて、考え、グローバルに行動しながらも、私たちの基盤となるのはここオオサカです。

大きな夢２０２５年大阪・関西万博に向けて、皆さんと共に一歩を踏み出しましょう、と言っておられます。

まだロータリーとして何をするのか詳しい事は述べておられませんが、万博の為の積立てはしているようです。

師走の忙しい時期ですが出席またはバーチャルでご参加頂けるよう、宜しくお願いします。

また再来週のクリスマス家族会も１年ぶりの開催と成って居ります。イベントも前田親睦活動委員長が考え

て、楽しく、思い出に残るクリスマス家族会と成っております。御家族皆様の参加を心から宜しくお願い申し上

げます。

出席報告 11月25日

先週（11/25）の出席者数：27名（3）

11/25出席率：55.10%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除13名）

11/4 11/11 11/18

HC出席 35(4)名 27(4）名 32(4）名

MU出席 1(0)名 7(1)名 4(0)名

修正出席率 72.00％ 66.67％ 72.00％

おかげさまで家族みんな元気です。私が46歳にな

り、妻みひ（４５）、長女メロディ（中3）、次女シン

フォニ（小6）、犬2匹デイジーとスクービーで毎日

ロータリーに感謝を思い暮らしてます。長女も留学

を検討してます。できればロータリーに受かりたい

です。長文になりましたが、私は元気で頑張ってい

ることが知ってほしいです。

幸せです！

すべてはあなたたちのお陰です！

感謝無量です。

いつでもご連絡ください、全員にご共有ください。 

このメールじゃなくて、         がいいです、

いつでも。それより遊びに来てください！

コロナに負けないからご安心ください！

今後もよろしくお願いいたします、

カール



委員会報告

幹事就任挨拶
古川幹事幹事報告

◎ロータリー財団奨学委員会 芳田委員長

この度、山崎会員にご協力いただきました。有難う

ございました。12月のロータリーレートは114 円で

す。引き続き皆様のご協力をよろしくお願い致しま

す。

第4班リーダー 天野 正亮

サブリーダー 戸田 尊文

第2班リーダー 田原さおり

サブリーダー 山崎 直人

日 時： 2021年11月19日（金）ＰＭ6：30～

場 所： オ・セイリュウ

参加者： 島 顕侑 北川 忠嗣 河村 幸司

溝畑 洋子 戸田 尊文

表 康之 奥林 繁一 須﨑 洋一

吉﨑 広江 森本 竜一 木原とも子

田原さおり 山崎 直人

2021/11/19  18：30～ オ・セイリュウにてIM情報集

会2班4班合同で開催しました。

参加者は、田原リーダー、山崎サブリーダー、戸田

サブリーダー、須﨑会員研修委員長

河村会長、島さん、表さん、奥林さん、北川さん、吉

崎さん、森本さん、溝畑さん、木原さん

の13名でした。最初に須﨑委員長よりご挨拶、戸田

サブリーダーより開催の挨拶、河村会長に乾杯の

ご挨拶を頂き情報集会がスタートしました。今回の

IMはテーマがフリーでありましたし、衛星クラブから

木原さんも参加頂いていましたので初心に戻り、皆

さんにはアイスブレイク自己紹介をして頂きました。

≪これからの予定≫
【1】 本日例会後、12月度定例理事会
【2】 12/3（金）地区大会
【3】 12/10（金）ＩＭ第4組会長懇談会／ＺＯＯＭ

（河村会長、大橋IMRD実行委員長出席）
【4】 12/14（火）衛星クラブ例会19：00～
＜連絡事項＞
【1】 12/12（日）開催のクリスマス家族会の出欠

の締め切りが明日となっております。皆様ご
家族お誘い合わせの上、多数のご参加をよ
ろしくお願い致します。

第1回ＩＭ（情報集会）第2班・第4班合同 報告

各30秒の持ち時間ながら最近嬉しかった事をテー

マに話は弾みました。

最後に山崎サブリーダーより締めの挨拶を行い閉

会となりました。

昨年からのコロナ渦では行う事が難しかったIMです

が、パスト会長から入会10年程の会員から衛星クラ

ブメンバーまでが参加頂いた中でもお互いの話に

対して指摘、訂正をされる事も無く、お互いを尊重さ

れている穏やかで良い雰囲気だと感じました。

今回開催させて頂いた事で改めてロータリーの活

動の中の親睦の部分の重要性も再確認出来たと

思っています。

当クラブが2003-05年に受入れをいたしました
米山奨学生のバスティアン,カールさんよりメー
ルをいただきました。

お世話になったクラブの方々へ：

お世話になった2年間がもうすでに15年ほど前にな

ります。

私のことを覚えている方がもう少ないかと思います

がスポンサーの小林さんに始め皆様がご健勝で

しょうか？

小田原中ＲＣとまだ仲良くされているでしょうか？

私は家族と一緒に沖縄県の読谷村に移住したこと

はもう12年ぐらい迎えてます。

そのきっかけは東京で起業を失敗し、ふるさとオー

ストラリアのようなスローライフを求め南国での仕事

を見つけました。

当時は建設中のカフーリゾート（恩納村）の開業準

備室マネジャーとして採用され、満5年でまた事業

に挑戦のため退職しました。

その5年で作り上げたホテルリゾートやインバウンド

観光やミリタリー・マーケティングのノーハウと信頼

をもってコンサルティング事務所、琉球ワールドオ

フィスを立ち上げました。地元の商工会議所の理事

と２つ委員長として務め、観光協会や福祉会にも加

入し大変忙しい時期でした。

バブルに近い経済で順調で、念願のマイホームを

建て、本当に幸せの毎日を送っています。

少し余裕が出るようになったから事業を少し広くしよ

うとして、取引先のホテルリゾートへ 使い捨てプラ

スチック商品（歯ブラシ、ペットボトル、ストロー、シャ

ンプー、キーカードなど）のエコ素材の代替品（木製、

竹、サトウキビカス製、自然分解）を輸入代行してい

ました。SDGｓムーブメントがヒートアップしずつ将来

が明るくなってました。

多くの方々と同様コロナパンデミックですべてが変

わりました。取引先がコンサルティングやエコ取り組

みより 死活問題と立ち向かうようになりました。

その後、空いた時間でいつもより、悩みながらビー

チで過ごすようになりました。サーフィンやフリーダ

イビング（息を止めながら深く潜る）やビーチクリー

ンの回数が多くなりました。ある去年の5月の日、残

波岬近辺で怪しい跡が砂に残っていることが気づき、

眺めながら思いついた！これがウミガメの足跡

だ！！

少し詳しい親友を呼んで確認してくれたところ、な

んっと産卵場だと判りました！！

慌てて役場、区長、漁協組合に電話して誰も何も知

らないということで、美ら海水族館や県庁にも電話

しました。そのまま放置するように言われました。期

待していた答えではなかった。この浜には直火BBQ

する人や闘牛を散歩させる人がいるから放置する

訳にいかないと考え、杭を打ってロープで囲って、

サインも立てました。県庁にしたら違法建築物だと

言われたが、絶滅危惧種のウミガメだから、100匹

以上の赤ちゃんの命の責任とれるか？と聞いたら

黙り込むから よっしゃー！と思って守ることにしま

した。見つけた者には責任あると感じました。調べ

たらこの10年ぐらい近隣海岸にはウミガメが上がっ

てきてないと知りました。

サインの裏に私の電話番号を残し夜中うちに帰りま

した。翌朝、知らない番号から着信があり、「また足

跡がある」と聞いて友達と現場に駆け付けました。

確かにまた産んでいました！

このような状態がしばらく続いてるうちに３か所の産

卵場まで増えました。非営利民間団体 NPOちゅら

むら（方言では美しい村という意味）のチームを形

成して毎晩毎朝あのビーチをパトロールするように

なりました。そして近隣の大型ホテルの外観照明を

9時ぐらいに消してもらうにご協力を得りました。マリ

ン事業のジェットスキーの走行範囲を縮小してもら

い、ホテルの花火も夜間じゃなくて夕暮れに上げて

もらい、お母さんガメが驚かないそして安心して産

卵できる環境にしました。

ほぼ毎日一晩中パトロールしているうちに何回も産

卵を実際立ち会うことができ、そしてもちろん子亀の

孵化するところも見守っていました。地元テレビ

ニュースや様々なメディアに取り上げられ、観客が

遠くから見に来て多いときは200人超えるイベントに

なってました。人のコントロールや整理などが大変

になって子亀の安全性が難しくなったため公に広報

しないようしました。

ウミガメ保護活動の一環はやはり環境保全も欠か

せません。毎月大型ビーチクリーンを開催、漁業組

合の定置網に混獲されるウミガメのレスキューや標

識タグ付ける作業も行ってます。去年の産卵シーズ

ンで合計13回あり、1400匹以上の子亀が無事に孵

化（孵化成功率87％）。台風で2回被害を受けてま

す。台風が来ると全員緊急出動します、溝を掘った

り、土袋で防波堤を作ったりしてました。台風の真っ

最中でも作業が必要で、自然に負け110匹のベイ

ビーを失う（砂中溺れ）こともありましたがたくさん助

けたこともあるからやり続ける甲斐がある。

絶滅危惧種のウミガメや漂着ごみ問題についての

エデュケーションも大切なミッションだと感じます。読

谷村内の各自治会に回って子供たちにプレゼン

テーションしています。時によってインタナショナル

スクールや米軍基地内の小中学校にも依頼があり

ます。

私たち世代が起こした環境問題について講演し、い

つかバトンタッチができるように次世代にインスピ

レーションを与えようとしています。

おととし沖縄開催のロータリー大会に参加させてい

ただきました。米山奨学生と青少年交換プログラム

両方のＯＢとして大変楽しませていただきました。

ロータリーにずっとお世話になりっぱなしで感謝無

慮です。なんってラッキーなだと実感しました。ロー

タリーに入会できるのはまだまだ先だと思いますが

とりええず恩返しできるのは社会奉仕です。

（次ページにつづく）


