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司会進行（SAA）        前田 裕子 

1）  開会の点鐘・・・・・・・・・・（我那覇 直 会長） 

2）  ロータリーソング・・・・・・・「奉仕の理想」♪ 

3）  四つのテストの唱和・・（座波 徹職業奉仕副委員長） 

4）  ゲストの紹介 

    名護文財保存調査委員長 岸本 林 様 

5）  幹事報告・・・・・・・・・・・（喜世川 優幹事） 

6）  委員会報告・・・・・・・（岸本直也社会奉仕委員長） 

7）  卓話 岸本 林様  

演題「今も昔も名護は面白い」 

8）  出席報告・・・・・・・・・（岸本直也出席委員長）    

9） 閉会の点鐘・・・・・・・・（我那覇 直会長） 

○ニコニコＢＯＸ 

小 計             ￥２，０００ 

累 計           ￥１７７，２３４ 

コメント 

我那覇 直  岸本林様 卓話ありがとうございました。 

安富 辰也  岸本林様 卓話ありがとうございます。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１９７０回定例会記録２月１７日（水） 

 

２０１５～２０１６年度 

国際ロータリークラブのテーマ 

「世界へのプレゼントとなろう」 

 

 

 
 

♪「奉仕の理想」♪ 
 

奉仕の理想に集いし友よ 
御国に捧げん我等の業 
望は世界の久遠の平和  
めぐる歯車いや輝きて 
永久に栄えよ      
我等のロータリー 
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四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

卓話予定表 

 

３月  ２日 （水） 大城 勇夫 様 

３月  ９日 （水） 石川 雅弘会員 

３月 １６日 （水） 比嘉 敏夫会員 

３月 ２３日 （水） 安富 辰也会員 

*卓話予定者です。変更可能です 

座波徹プログラム委員長か、事務局

に連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水と衛生月間 

 

 

地区協議会のお知らせ 

 

日時：平成２８年４月７日（木） 

登録開始：１３：００ 

本会議：１３：３０～１８：００ 

懇親会：１８：１０～１９：３０ 

 

*３月４日登録締め切りです。 

場所：ホテル椿山荘東京 

*出席できる方は、事務局に連絡下さ

い。 

 

♪奉仕の理想♪ 

奉仕の理想に集いし友よ 

御国に捧げん我等の業 

望は世界の久遠の平和 

めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

我等のロータリー 

 

3 月 誕 生 日 

具志堅 興計（S28.3.7） 

志堅原 元 （S47.3.10） 

♥お誕生日おめでとうございます。 

 



あれもこれも名護起源 

 きょう日本ハムがキャンプに来ましたが、これは

名護が初めて。このように名護が起源というのはた

くさんあります。桜まつりとか、セメント瓦とか、

調べてみると 37もあります。 

 名護はどんなところでしょう。沖縄には３つの海

があります。太平洋、東シナ海、そのほかどこにも

ないのが美しい羽地内海。この三つを持っているの

が名護市です。さらに地質でいうと、沖縄で一番古

いのは嘉津宇岳や安和岳の古生代で２億６千年から

３億年前になります。沖縄を縦貫している地層は「名

護層」で約１億６千年前、北谷の国体道路から国頭

まで。そして辺野古で問題になっている太平洋側に

は嘉陽層という地層があります。これは約６千年前

で中生代、恐竜が闊歩していた時代。この３つがあ

るのは名護市だけです。 

 名護には 55の字があり、合計 83もの指定文化財

がありま、これは驚異的です。首里城を抱える那覇

市が当然ながら一番多いものの、名護にあって那覇

にないのは豊かな自然です。日本初、世界初という

のは名護にはたくさんあります。 

 例えば沖縄には 47 の酒造所がありますが、戦前

の建物で実際に今も営業しているのは津嘉山酒屋だ

け。13年前、文化庁の人に「泡盛の酒屋が残ってい

ますよ」と言ったら、文化庁の人は信じない。実際

に呼んだらびっくりして、「泡盛の原点がなくなった

ら大変だ」と急速に話が進みました。それで津嘉山

酒屋保存の会をつくり、あっという間に国の登録有

形文化財、そして重要文化財に指定されました。 

 何でこれが残ったかといえば、米軍が上陸するさ

いは事前に航空写真で、どの家は残すと決めていた

から。残りの家は火炎放射器で焼き払いましたが、

津嘉山は広さも場所もいいので米軍の

本部になります。通信部隊とか補給部

隊などあちこちに 11軒は残します。そ

の中に津波家とか太郎家があります。

セメント瓦は昭和 10 年に台湾帰りの

岸本という人が創業しますが、そのな

かに第一号の宮城太郎家（オリオンビ

ール工場入り口近く）があり、これが

日本初のセメント瓦家ということにな

り、二番目は津波家（琉銀名護支店の

後ろ）で、いずれも残っています。 

 以前から、一村一品でなく一字一文

化財運動をやろうと取り組み、55の字すべてに文化

財ないしは指定候補があります。候補はあと 600く

らい。地元の人が気付かないので、名護ロータリー

クラブのみなさんも気づいてほしいと思います。 

 どういった文化財があるか写真で紹介しましょう。 

 沖縄の名護市には 37 河川あります。水量も含め

自然が残っているのは源河川。ダムもなく沖縄で二

番目に長い川です。天仁屋の褶曲は生きた大地のエ

ネルギーに感動します。屋我地のヒルギ林や、滝は

立派なのが 17 あります。天仁屋のヒラタチは滝壺

が 200 坪、高さは 20ｍ弱あり、水量は変わりませ

ん。そこに行くまでの動植物がいろいろあります。

三原のシネガキの滝は滝壺がありませんので、だい

たいの人は滝に打たれます。 

 2000年サミットがなぜ名護に来たか。総理の小渕

恵三さんが決めたのですが、彼が早稲田大学の学生

のとき復帰運動の加勢に来て、バスで名護まで足を

延ばします。旅館「春香館」で女将さんのカメーカ

メー攻撃に合うのですが、学生だから家賃を半分に

したり、それだけでも小渕さんは感激しますが名護

湾に沈む夕日を見てさらに感激し、いつか名護のた

めに恩返しがしたいと心に誓った。そして衆議院に

当選したときにも報告に来ている。女将さんの小さ

な親切が大きくなって返ってきたんですね。 

 また 100年前にイギリスのシンプソンという人が

名護湾などの貴重な写真（左ページ下）を残してい

る。小渕さんもこれに近い風景を見たのでしょう。 

 もっと名護市の文化財について知りたいならパン

フレットがありますので、これで全体像が分かりま

す。文化をうまく利用すればどんなことにも化けま

す。奉仕は大切で、こんなパンフをロータリーの力

でつくれば名前が入ります。 

 さて臭いは人間の記憶に強烈なものを残します。

おばーかじゃーのする防虫の「ヤマクニブ、モロコ

シソウ」と言います。食べるのはカラキです。これ

は女性にとってもいいですよ。あと名護には銅山が

あり、大正時代までは銅を産出していました。 

Ｑ：伊差川の銅で万国津梁の鐘をつくったという話

もあるが。 

Ａ：薩摩が琉球を侵略したとき津梁の鐘を戦利品と

して持っていきます。この鐘を突いたら「伊差川ド

ンドン鐘持ち返せ」と鳴るので、びっくりして琉球

に返還したと。しかしいろんなことを総合すると鋳

造は京都との可能性も。銅山跡には尚家の財宝が隠

されたという情報もあります。米軍が上陸する際に

３人で首里から運んで隠し、二重に赤土で隠したが

３人は沖縄戦で亡くなった、という話もあります。

三つの又に 20 くらいの穴があったそうです。その

場所がなかなか同定できない。もしかしたらまだあ

るかもしれない。考古学をする人はトレジャーハン

ターからスタートします。 

 このように面白いところがたくさんありますので、

いずれバスを貸し切って、あちこち見て回れば、み

なさん感動を通り越すと思います。（拍手） 

「
一
字
一
文
化
財
」
を
55
区
で 

岸本林さん卓話 

「今も昔も名護は面白い」 
名護市文化財保存調査委員長 

第 2580 地区大会 

名護から６人参加 

 国際ロータリー第 2580地区の地区大会が２月 24、25日の

両日、東京のホテルニューオータニで開かれ、名護ロータリ

ークラブからは我那覇直会長をはじめ６人が参加しました。

大会では外交ジャーナリスト・手嶋龍一氏の記念公演などが

ありました。参加されたみなさん、お疲れさまでした。 


