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四つのテスト 

１． 真実かどう 

２． みんなに公平か 

３． 好意と友情を 

深めるか 

４． みんなの為に 

なるかどうか 

 

例会報告 

第２７６５回（２０２２年３月２３日） 

出席報告 

欠席会員  

仲本（榮）、新里、上原、大城（博）儀部、宮内 

福重、久保、渡慶次、城間（久）、丸橋、小林、 

城間（巌）、中村、石垣、堀井、龍、水城、比嘉

（良）、仲本（幸）、照屋（紀）、中野、松野下、 

瑞慶山、小豆澤会員 

１月度お誕生日祝い 

大庭 憲（１月３日）城間 巌（１月４日） 

儀間聖輝（１月１５日）慶佐次 操（１月１５日） 

崎原信一（１月１８日）中村 敦（１月２２日） 

城間久美子（１月２５日）松野下秀峰（１月２７日） 

２月度お誕生日祝い 

名幸俊海（２月２日）大城純市（２月５日） 

豊村良春（２月９日）城間 一（２月２３日） 

高田和泰（２月２６日） 

３月度お誕生日祝い 

大仲良一（３月５日）宮内一郎（３月１１日） 

仲本幸平（３月１２日）大城博成（３月１７日） 

照屋俊幸（３月２０日）小豆澤卓也（３月２９日） 

１２月度皆勤バッジ 

大庭 憲（１０年） 

１月度皆勤バッジ 

石川正一（３９年）小林 充（５年） 

２月度皆勤バッジ 

安里清榮（３４年） 

ニコニコＢＯＸ

合計￥２，０００ 累計￥２３５，０００ 

大城純市 NHK 朝の TV 小説ちむどんどんの放映が４

月から始まります。とても楽しみにしてい

ます。 

会長報告        慶佐次 操 

皆様こんにちは、雨で足元の悪い中例会出席ありが
とうございます。本日も 3 件ご報告申し上げます。 

1.新聞記事とメール情報からです。
①3/20(日)沖縄
タイムス：
NTT ドコモ九
州支社沖縄支
店の龍秀樹
（会員）支店
長らは 16 日、
県と漁業関係
団体でつくる
「JF 沖縄軽石
対策協議会」に軽石被害の支援として 100 万円の
寄付をしました。龍支店長は「軽石の漂流で被害
を受けた漁業関係者が、早く操業できる事を願っ
ている」と話した。
②3/23(水)琉球新報：比嘉良友（会員、琉銀安謝支
店長）が、りゅうぎんビジネスサービスの代表取
締役に就任。
③3/20(日)：浦添 RC、主催、瀬長島ビーチクリー
ンを行いました。那覇 RC、那覇東 RC、当クラブ
から糸洲会員がメイクアップ参加してもらいまし
た。

２．「６０周年記念事業」の活動報告です。 

①本日 14：00～琉球新報にて「おきなわこども未
来ランチサポート」への寄付金贈呈式のため訪問
致します。（4/24(木)の朝刊に掲載されました）

②18:30～「那覇青年会議所」の理事会訪問を行い
ます。4/13(水)の「第２回献血デー」への協力依
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那覇西ロータリークラブ 
国際ﾛｰﾀﾘｰ 2580 地区 創立 1962 年 6 月 4 日 

本日のプログラム 

３月３０日（水） 

・点鐘

・ロータリーソング

日も風も星も

・会長報告

・幹事報告

・立食

・次回予定

プログラム案内 

会 長 慶佐次 操 副会長：比嘉芳直・大庭 憲 

幹 事：平尾慎一郎 

例会日 毎週水曜日 12 時 30 分 

例会場 沖縄ハーバービューホテル 

事務局 那覇市松山 1-1-14 那覇共同ビル 6 階 

ＴＥＬ：861-7824 ＦＡＸ：861-7825 

TEL：861-7824 FAX ：861-7825

TEL : 098-861-7824 FAX : 098-861-

7825



 

頼、5/25(水)の「オープン例会」・6/18(土)「６０ 

周年式典・祝賀会」の案内及び当クラブ入会への 

PR をしてきます。 

３．「ロータリーネットワークがウクライナ難民に迅
速な人道支援」 

①欧州や世界各地のロータリークラブとローターア 

クトクラブが、周辺地域の会員と共に、難民に迅 

速な救援活動を行っています。食糧、水、医療、 

シェルターの提供などを行っています。 

②ポーランド：オルシュティン RC は、身寄りのな
い難民の子ども達に、食料、衣類、洗面用品、お
もちゃなどを支援しています。 

③ハンガリー：キシュバールダ RC は、募金を取り
まとめ会員総動員で生活必需品を難民に届けてい
ます。 

④ルーマニアとモルドバ：ロータリー会員は、寄付
の窓口となる基金を設置し、食糧の寄贈や難民の
宿泊手配を支援しています。 

⑤スロバキアとチェコ：クラブが鉄道・貨物会社と
提携し、約 2,300 人の難民の移動手段を提供して
います。  

⑥日本では「公益財団法人ロータリー日本財団」が
各クラブからの寄付の取りまとめを行っていま
す。当クラブでも 4/6(水)の理事会承認の上、救援
金を寄付予定です。 

 

幹事報告 

先週もご案内しましたところですが 5 月 31 日開催
の地区大会の申し込み締め切りが 4 月 8 日(金)13 時
必着になっています。クラブはまとめて申し込みす

る予定ですので皆様には
4 月 7 日(木)中に申し込み
頂きたいと思っておりま
す。あともう一点、先週
ご案しました会長ヤング
杯ゴルフコンペに現在 9

名のお申し込みを頂いて
います。残り 7 名で先着
順になっていますので早
めのお申し込みをお願い
したいと思います。 

 
 
ポールハリスフェロー表彰    三浦勉会員 

ホールハリスフェローに 10 年間寄付をなさった方へ
の表彰です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 ジョンソン美枝会員 

前回沖縄コングレの事業紹介をする機会を頂きました
が、時間切れで不燃焼だったこともあって再度同じ
内容をご紹介させて頂いていいという風にチャンス
を頂いてありがとうございます。そのあといろいろ
進捗がありましてホットニュースもあり今回のタイ
トルは沖縄の MICE「沖縄を国際機関の先進地にそ
して目指せ世界ランキングトップ 10 入り」と言うの
を付けて発表させて頂きます。 

最初に私の簡単な自己紹介でもう 2 年目になります
けども 1967 年生まれで 55 才になりました。神奈川
県横浜市出身おきなわ在住歴 27 年まだまだ沖縄を楽
しみながらドキドキ旅の途中です。私の沖縄コング
レと言う会社のどういうビジネスかと言うとプロフ
ェッショナルコングレスオーガナイザーと言って国
際会議とか MICE ビジネスと今言われていますが、
コンベンションシンポジュームとかイベント展示会
などを誘致したり企画したり運営したりする専門的
な生業を PCO と言う風に言っています。沖縄コン
グレの中にはコンベンション部というイベント展示
会とかそういう会議をやる部署と翻訳通訳を担って
いる部署、そして以前は小さいところから始めたん
ですけども最近コンベンション部と同じくらい成長
してきた指定管理施設運営部門という 3 部門があり
ます。本日はそういった会社の沖縄の事情をからめ
ながら 3 つお話させて頂こうと思ってテーマをだし
ました。 

まず、沖縄での閣僚会合開催要請と言うホットニュ
ース、そして MICE 国際会議開催の経済効果、それ
から当社がコンベンション主軸と言う国際会議を
DNA で始まった会社から事業転換していかねばなら
ない時期に来ているという 3 つについてお話させて
いただきます。 

先ほど申しましたホットニュースなんですけども、
3 月 8 日に玉城知事が中央政府に行きまして 2023 年
の閣僚会合を沖縄で開催してほしいと言う事で 2023

年には G7 首脳会合があるのでそれに関連する大臣
会合を沖縄で開催してほしいということを要請に伺
いましたと言うホットニュースがでました。どの会
合を名指したのかと言うと環境大臣会合、情報通信
大臣会合、科学技術大臣会合の 3 つを要請していま
す。どれも沖縄に関連の深い会合ばかりということ
で、今誘致に向かっているところです。ところが誘
致合戦がオリンピックと同じくらい非常に厳しく
て、例えばこの G8 の北海道洞爺湖サミットこれも
当社が運営をさせて頂いたんですが、首脳会合の他
に閣僚会合が 10 ありまして開催地も北海道、京 

 



 

都、大阪、青森、横浜、新潟、千葉、神戸と観光先
進地がこぞって是非当地でやってくれと言う風に誘
致合戦を繰り広げます。この時は沖縄が科学技術大
臣会合 OIST 大学院大学が設立されたこともあって
誘致に成功して開催されて当社も運営のお手伝いで
きました。ところが次の伊勢志摩サミットでは沖縄
県は手を上げていませんでした。とても残念で一切
開催してほしい手も上げず中央政府とのリレーショ
ンと言うところも有ったんだと思うんですけども、
開催実績が無いまま伊勢志摩サミットは閉幕してし
まいました。そして次が来年の G7 サミットなんで
すけども沖縄に是非と言う事で手が上がっていま
す。この MICE 国際会議開催、こういう大臣会合や
シンポジュームセミナーを誘致して開催することで
経済効果があるのか?沖縄にとって良いことがあるの
か?ということを当社の裏話をまとめながらご紹介し
たいと思います。 

まず、沖縄県が MICE 振興戦略として 2017 年から
10 年間の計画で上げたものがありましてそれが
MICE 開催誘致方策というものです。これで MICE

と言うのは何があるのかと言うと MICE の
MEETING、INCENTIVE、CONVENTION、
EVENT という MICE なんですが、その中で来年誘
致したい閣僚会議はコンベンションの C になりま
す。それ以外にも企業の投資家向けの大型の会議や
国際会議、商談会それから国際展示会などなども沖
縄から発信したり海外から誘致したりして沖縄でか
なり開催件数が上がってきています。この MICE 振
興戦略を打ち出したところに具体的に 3 つの方針が
出されていて、リゾート資源を活かした企業ミーテ
ィングの誘致、産官学の大学と産業界とのコンベン
ションを開催していこう、そして最近ではアジア経
済戦略課と観光振興課がコラボレーションして観光
と産業を結び付けを狙いに、アジアの活力を取り込
む商談会や見本市をやっていこうと言う事で打ち出
されてきています。それらはビジネスの機会を見出
したり、沖縄の競争力を沖縄をグローバルに轟かせ
て皆に知ってもらったり経済波及効果をもたらした
りと言う事があるんですが、具体的な例言う前にそ
んなに良いことがあるのに沖縄って今何位かって言
うと世界ランキング 42 位なんです残念ながら。競合
地のシンガポール、ソウル、台湾、バンコクって沖
縄の東アジアの地域がトップ 5 に入っていて開催の
国内の競合地の東京や京都で東京はトップ 10 入りし
ています。なので私共の会社の使命としては、この
42 位の沖縄を何とか 30 位以内 20 位以内までランキ
ングアップさせたいというところがあって開業以来
20 年励んできているところがあります。国際会議を
開催してどんな成長があるのか具体的な例ですが、
当社が運営を担った IMF 世界銀行年次総会というの
が東京で開催されましてその時のドキュメンタリー
ビデオをフルカットでご覧ください。海外の国家元
首が沖縄に一堂に会してこういった場面が繰り広げ
らると言う事を想像しながら見て頂きたいと思いま
す。スタッフたちの真剣な取り組みが無かったらこ
の会議は成功できなかっただろうと議長がコメント
しています。チームのワーク以外に受け入れ地の皆
さんのホスピタリティおもてなしというのも開催の
成功に寄与している。沖縄のおもてなしや島に限ら
れた資源があってそこにいろいろ方がいらっしゃる
とゴミの問題とか環境破壊の問題が起きるので美し 

 

い自然や環境が破壊されない様に開催していく配慮
も必要になってきます。このメーキングビデオも当
社で制作したのでこのような音を入れたりドキュメ
ンタリーを撮ったりして Web 上で世界に発信してい
くことも私たちの発信事業の一つとなっています。 

経済効果についてなんですが、主催開催が持つ 2 つ
の財布と言われてまして 1 つは主催の予算による会
場設営やいろんな手配物が地域の経済にもたらす効
果があります。もう一つは参加者がお土産を買った
りホテルで飲んだり食べたり観光したりと言う事で
1 つの MICE コンベンションを沖縄に誘致すること
で大変大きなお金が落ちてくきます。1 人当たり国
際会議で 7.8 万円くらいの消費があるという風に言
われています。   

また会場設営の裏話なんですが、表向きに安部さん
とオバマ大統領が立っているポデュームと言う演題
の下に高さを合わせるような仕掛けを作ったり、そ
れからすごく長いテーブルの 1 枚の布でクロスを作
ってくれと言われ出来上がったらアウトリーチと言
っていろんな主要国以外の国が集まって討議するテ
ーブルを特別に作ったり、またはプレスで発表され
る首脳陣の写真の裏側には組み台を作って多くのプ
レスを案内して、プレスのデクレーションと言って
やってはいけない事撮ってはいけないカットという
のをきちっとこちらで広報班が説明してプレスを引
き回して台も作って、乗るスクラフォードと言う足
台も作って写真を撮っていくという作業をしていき
ます。それから執務室というのを代表団が全部入る
部屋を作ってそれが全部内線で結ばれるようにする
んですが、例えばコンベンションセンターの展示棟
に部屋 1 個 1 個作っていくてって言う作業もしてい
きます。そのための多くの施工業者さんや工事業者
さんたちに発注がいきます。もの凄い高額の予算で
発注していくと言う事になっていきます。 

それからメディアセンターというのを作っていろい
ろな国と繋ぐんですが、このメディアセンターを繋
ぐのに大変太いケーブルが必要になっていて、伊勢
志摩ではケーブルも LAN も高速スピードも何もな
い中で首脳会談をしなきゃいけない現場だったので
当社の方で NTT さんに何か月も前から事前工事に入
って頂いて、場所はホテルですがバルコニーから高
速ケーブルを通して首脳陣の側近の方々が高速スピ
ードの LAN で仕事が出来る様にメディアもプレス
も含めて何か月も前からインフラ整備していきま
す。 

それから警備は警察の車列の大統領が通るときは信
号を止めてドリルと言って警察と白バイが先導して
信号を止めた状態でどういう経路で大統領が通るか
っていうのも全部シュミレーションします。そうい
うことも沖縄で開催するときは行われます。 

あと同伴者プログラムと言って首脳陣には必ず奥様
が同伴されて来沖されますのでそういう時にはレデ
ィースプログラムと言って奥様が各地域の学校や子
供たちとレクレーションしたりプログラムをしたり
沖縄県内にいる子供さん達もそういった海外の方々
やハイクラスの方々首脳陣の奥様と触れ合って頂く
というプログラムをコングレの方で組んでご案内し
たりします。 

皇室対応をプレナリーと言うんですけども皇室もい
らっしゃるのでその為の行幸啓と言いますが皇室の
方が事前に沖縄にいらっしゃって行幸啓の警備の検 



 

査をされて天皇が登壇されるという段取りをとった
りもします。 

それから沖縄で閣僚級会合が開催されるワシントン
DC を通して世界各国にその様子が配信されたり、
あとグローバル的に遠隔地で海外開催されたワーク
ショップや会議をこちらと繋いだりして交流交信さ
せたりという作業も行います。IMF の時ですがオフ
ィスが 600 室必要ですが数が無いのでホテルの宿泊
部屋を一夜にした事務室に変えたりします。600 室
作ってくれと言われた Yes But でやりますがお金掛
かりますよとかなり開催地にはいろいろな発注がさ
れます。ハイヤーも 1000 台手配してくれとその台
数は日頃の沖縄には無いので本土から持ってきた
り、警備員も IMF 東京開催の時は 1500 名配置した
ので全部の警備保障会社がコラボレーションで JV

を組んでセッティングしていきます。   

貨物の入りも大臣の会合が沖縄で開催されるとなる
と空港を介していろいろ荷物や自国の部品や備品投
入されてきますので貨物の流れも激しくなります。 

プレスセンターも作ったりしていろいろな会場設定
がされていきます。そういった国際会議や国際機関
を沖縄に誘致する事で子供の教育や将来の夢職業が
変わっていく見る目が変わっていくと言う事もあっ
ての効果にもなっていくということでずっと誘致開
催に取り組んでいます。 

沖縄の事例なんですが、名護に万国津梁館と言う
G8 が開催された会場と中部に OIST の中にもホール
と研究室があります。それからコンベンションセン
ターそして今沖縄県は大型 MICE 施設を建設しよう
というところで計画が進んでいます。また沖縄で開
催された子供たちを中心にした世界津波の日という
ので国際会議が開催され沖縄会場の当社が制作した
ドキュメンタリーがあるのでご覧ください。トロピ
カルビートでドローンで参加した高校生全員を撮影
した動画を記念に持って帰ってもらったんですけど
もこの時は議長から司会から進行から全部英語で沖
縄の出身の高校生が全部になって進行進めていきま
した。それをいきなり高校生たちにやっていやって
と言っても無理だったので開催の 2 ヶ月 3 ヶ月前か
らチューターを入れて勉強会を繰り返して自分たち
で進行台本を書いて練習して本番を迎えとっても高
校生たちが頑張って勉強してやってくれたので本当
に良い開催になって、またテーマも良かったなって
いうことで最近地震やら津波やら震災や災害が地球
温暖化で多かったのでそういう事をテーマに話し合
ってくれたので本当に良い開催ができました。 

 コンベンションセンターはとても美しいトロピカル
ビーチの真ん前にあるのですが、中は 2500 ㎡しか
なくていまそこそこの展示会をやろうとすると 5000

㎡から 7000 ㎡は必要で最近はコロナで密が無い様
にしているので非常に広い会場が必要になります。
その広い会場が出来るのを待っていてもなかなか開
催にこぎ着けられないので、私ども運営会社でテン
トの中に装飾を用いてテントの中と感じられない様
に会場を作ったり、宜野湾市の体育館を晩餐会の会
場に変えて 1500 名を会して頂いたりと言う風にユ
ニークベニューな場所づくりを提案して開催に持ち
込んで頂いている実状もあります。航空業界の商談
会の運営もさせて頂いて宜野湾体育館での 1500 名
での晩餐会でハーバービュー様が JV で晩餐会のお
食事を提供してくださったことがありました。それ 

 

からセッション会場も足りなくて展示棟に暗幕を張
って講演会の会場を作ったりしています。トロピカ
ルビーチにホテルからケータリングを出して頂いて
ビーチパーティーを県外の方々1000 名ぐらいが集ま
って頂き楽しんで頂いています。トロピカルビーチ
で 7000 名で医学会の集まりをやって頂きました。
それ以外に美ら海水族館の前でパーティーをやって
頂いたり、大家(うふやー)という古民家を楽しんで
頂いたりしています。いろいろなユニークベニュー
のパーティーを楽しんで頂いて観光×産業で経済波
及効果をもたらしていこうと言う事でやってきまし
たが、コンベンション主軸でやってきて 20 年になろ
うとしていまして企業は生き物寿命は 30 年このまま
ずっと同じ形で 30 年過ごして行って会社が発展して
いくのかと立ち止まって考える時期にきています。
そこで後 10 年どうやって脱皮して改革していかない
といけないのか、ここまで観光コンベンションを盛
り上げて誘致に踏み切ってきて一生懸命地域と共に
やってきましたが、今後は指定管理部門施設運営の
方を拡大して行こうと言う事で 2019 年から事業転
換をしています。コンベンション運営 1 本足打法か
らファシリティー施設運営の方の事業も拡大させよ
うと言う事で、2019 年にてんぶす館、2021 年なは
ーとの会館と共になはーと、2022 年 4 月からくくる
糸満の指定管理者を受託させていただく事になりま
した。その後コンベンションセンターの指定管理、
先日クローズダウンした北部のテーマパーク構想に
参入していきたいという風に展望を持っています。
そういった会社ですが、テーマがコンベンションで
はなくまちづくりの総仕上げ地域のあらゆる問題解
決には観光が関わっていると言う事で当社が最近上
げているのが、エリアソリューションで観光コンベ
ンション誘致開催だけでなく観光施設に携わるりま
ちづくりやその周りでのイベント開催や出来事のコ
トを起こして行こうと取り組む様になっています。
以上当社のご紹介をさせて頂きました。ご清聴あり
がとうございました。 

 
 
 
 

 


