
   平成 30 年秋の叙勲（桐花大綬章） 

    今井 敬氏（新日鐵住金株式会社 名誉会長） 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄の文化・歴史・自然を満喫！ 

本島・離島 5 つの島を巡る秋の旅行 

「2018 年 11 月 6 日（火）～9 日（金）」 

Ⅰ．前書き 

楽しい旅でした。 

 晴天の 4日間でした。（これで、立山・穂高シリーズ、

瀬戸内海、伊勢と合わせ 4シリーズ 16日間雨知らず。） 

当然のことながら、年功序列はあるものの、気の置けな 

いメンバーと気の利いた添乗員さんに恵まれ、2 度目の

夏を楽しんできました。1 度目は、連日 35度を超えた 

今年の酷暑の夏。（これは、楽しい夏ではありませんで 

したが・・）2 度目は、最高でも 30度に届かない今回 

 

の南国の夏。（最低気温は大体 22～4 度。）目に眩しい

白い砂浜に、コバルトブルーの海。朝は、水平線から登

る太陽に、夜は、砂浜から眺める満天の星。ハイビスカ

ス・ブーゲンビリア等色鮮やかな南国の花、蝉しぐれを

聞き、蛍を見た方も・・。 

気の重い、考えさせられる旅でもありました。 

 最初の見学地、旧海軍司令部壕。旧海軍小禄飛行場（現

那覇空港）を守っていた 4000 人余の兵士が全滅し、

このたびは叙勲の栄に浴し、身に余る光栄に存じます。これもひとえに財政、金融、

税制、政治、経済、国際情勢に関わる国内外の多くの皆様から、長年にわたって頂いた 

ご指導、ご厚情の賜物と深く感謝申し上げる次第です。 

 今回の栄誉は、私個人が頂戴したものではなく、日本経済の発展に携わる多くの関係

者の皆様を代表して頂いたものと受け止めています。今後も微力ながら産業、社会の発

展に貢献できるように精進を重ねて参る所存でございます。 

  今後とも変わらぬご厚誼の程、宜しくお願い申し上げます。 

由布島 

（ＨＰ掲載） アイアン・クラブ 平成３１年１月１０日
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1945 年 6 月 13 日、最後に残った将校 6名が壕内で手

榴弾自決。沖縄戦で、あれだけの犠牲者を出しながら、

更に、広島・長崎への原爆投下と言う人類史上最悪の結

果を残すまで、何故降伏できなかったのか？・・・ 

 道の駅「かでな」に向かう車中でガイドさんから、基

地の現状と生活との関わり合いの説明を受け、道の駅屋

上から嘉手納基地を遠望しました。住めば、実感が湧く 

とは思いますが、耳学問と僅かな時間の説明では何も書 

けません。しかし、国の命を守る事が自分の命を守る事

です。良い所取りは出来ません。受益者負担の原則、全

国民が均等な負担をすべきではないかと思います。 

 更に、石垣港では 6隻の大型巡視船が停泊していまし

た。（石垣海上保安部所属で、1500～3000ｔ級の 12

隻配備。）尖閣諸島問題を含む東シナ海対応です。領土

問題は、人類の永遠の命題、これも難問です。 

（注1） 尖閣諸島：東シナ海南西部、石垣島北方 150

ｋにある、魚釣島・久場島・大正島等 5島 3

岩礁からなる 6 ㎢弱の日本国が実効支配す

る無人島。国有地、住所は、石垣市登野城。 

 

Ⅱ．大まかな旅程 

11 月 6 日 羽田から那覇空港。旧海軍司令壕・首里城・

道の駅かでな 

（昼食）   百名伽藍 

（宿泊と夕食）ロワジールホテル那覇 

11 月 7 日 那覇から石垣空港。エメラルドの海が見え 

る展望台・川平湾内遊覧・高嶺酒造所・唐 

人墓・織元みね屋工芸・桃林寺 

（昼食）カビラガーデン 

（夕食）レストランあじ彩 

（宿泊）ＡＮＡインターコンチネンタル石垣 

リゾート 

11 月８日 石垣から西表島大原港。マングローブクル

ーズ・水牛車で由布島・自由散策・石垣市

公設市場 

     （昼食）   由布島レストラン 

（夕食と宿泊）ＡＮＡインターコンチネンタ 

ル石垣リゾート 

11 月 9 日 石垣から竹富島。星砂の浜・水牛車で集落 

内遊覧・蒐集館。竹富から石垣港・石垣か

ら羽田空港             

     （昼食）石垣舟蔵の里） 

 

Ⅲ．旅日記 

１．11 月 6 日（火） 

（１）羽田空港 6 時 50 分の早い集合（柏の郷の私は、

４時過ぎ出発、寒くてダウンベスト着てきまし

た。）でしたが、皆さん眠い目をこすりながら定

刻前にお集まりいただきました。東京組 17 名と

近畿日本ツーリストの酒井良子添乗員（大阪から

山本さんご夫妻は沖縄で合流。）、今回は 20 名と

ちょっと寂しい旅行になりました。当初は、30

名近い参加予定でしたが、超成熟集団、気持ちは

あっても腰・膝に難儀が出た方。超重要人物集団、

今井理事長の大変おめでたい名誉ある叙勲親授

式が本日、又、重要会議・海外出張が入った方。

嬉しい気持ちと残念な気持ちの混ざり合いでし

た。7 時 40 分発ＪＡＬ－903 便で那覇空港へ。 

   ご参考までに申し上げます。秋の沖縄（特に本島）

は、修学旅行のメッカ。3月に計画を立てました

が、飛行機便の確保大変でした。1・2 月と 3 月

春休み前が、料金も安く、暖かくお薦めです。2

時間 45 分のフライトで 10 時 25 分那覇空港到

着。一挙に夏気分。迎えのバスに乗り込みスター

トです。離島めぐりが主で、いつもと違い、バス

ガイドも運転手さん日替わり、個々の人物像は省

略します。（皆さん、それぞれに持ち味を出して、

とっても良かったです。） 

（２）那覇空港からすぐに上述「旧海軍司令部壕」に向

かいました。標高 74mの小高い丘の上に、1944

年、全て人力で 450ｍの壕が作られました。（現
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在 300ｍが復元。作戦室・司令官室等が見学でき

ます。）圧倒的日米の戦力差、6 月 13日、大田司

令官を含む幕僚の自決で幕を閉じました。直前、

司令官から海軍次官にあてた「沖縄県民の献身的

奉仕精神に感謝と今後の県民に高配を望む」公電

は感動的でした。因みに、沖縄戦に依る戦没者は

200,656 名（日本側 188,136 名。米軍側 12,520

名。）です。 

（３）昼食場所は、本島の東南に位置する眼下に海の絶

景のこじんまりしたホテル「百名伽藍」のレスト

ランで和琉会席。モズク・お刺身・ラフティー何

を食べても美味しく、お酒も進みました。全員絶

賛でした。（泊まりたいなと思って、帰ってイン

ターネットで調べましたら、私には、荷が重いお

値段でした。） 

（４）続いては、「首里城」です。1322 年から 1429

年頃までを三山時代（さんざん時代）と呼び、南

山・中山・北山が覇権を争っていました。中山の

尚氏が 1429 年琉球を統一、琉球王国が誕生しま

した。1609年薩摩藩の侵攻を受け、実質的に薩

摩藩の統治下になり、1879 年首里城明渡し、琉

球王国が崩壊し沖縄県が誕生しました。1945年

沖縄戦で焼失。徐々に復元されつつあります。沖

縄の城（グスク）は、天守閣の無い山城です。首

里城も、入り口の守礼門から正殿まで、上り坂と

石段が続きます。南殿・書院・正殿・北殿を見学。

正殿の下に「首里城跡」が残っており、これが世

界遺産として登録。復元された建物や城壁は世界

遺産ではありません。 

（５）道の駅「かでな」に向かいました。上述の通りで

す。今回も感じたのですが、沖縄→基地→飛行機

→騒音と思っておりましたが、上空を飛ぶ飛行機

ほとんど見かけませんでした。（但し、普天間飛

行場は見ておりませんし、こと有事の際の昼夜を

問わない離発着の騒音は想像できません。）嘉手

納基地には、翼を連ねた沢山の飛行機が駐機して

いると想像していましたが、格納庫にあるのかほ

とんど見かけません。それでも、時折飛来する戦

闘機の轟音は大変です。在日米軍基地・専用面積

と米軍人数とも、沖縄県に 70％強が集中してい

ます。何か参考になるかと調べましたが、理想・

思想・生活・損得等多岐に渡り入り乱れ、自分で

見聞きし、自分の考えを持つしかないと感じまし

た。日米地位協定による、儘にならない世界が身

近にあり、それが自分たちの生活に深くかかわっ

ている感情的なものがある気も致します。 

（６）今宵のお宿は、那覇市内「ロワジールホテル那覇」

です。朝早くから遠路はるばるで、到着も遅く落

ち着く間もなく夕食になりました。今回初参加の

若手、織田さんご夫婦の御挨拶に続き、大喜多第

二事業委員会副委員長の乾杯で宴会スタートし

ました。沖縄料理は口に合わないとの意見多く、

伊勢海老のウニ焼メインの和会席、種類はぞろぞ

ろでましたが、味はペケ（翌朝食も）。不評でし

た。でも、例に依ってお酒は大量に消費しました。

取柄はあるもので、翌朝、石垣に向け那覇空港に

到着したとき、世話役私の不注意で、旅行鞄一つ

積み忘れに気づき青くなりましたが、ホテルから

飛行場まで近く、取って返して出発に間に合いま

した。交通は至便なホテルです。 

 

２．11 月 7 日（水） 

（１）８時半前にホテル発、9 時 40 分那覇空港発、石

垣空港に 10 時 45 分到着です。一挙に南国のリ

ゾート地到着と言う雰囲気に変わりました。 

（注２）石垣島：八重山諸島（他に、竹富・小浜・黒島・ 

西表・由布・波照間等 12 の有人島と沢山の 

無人島からなる。）の中心となる島。東京から 

2,000ｋ弱、那覇から 400ｋに対し、台北まで 

270ｋで緯度的には、台北の少し南。勿論日本 

ですが、南国の異国。時を忘れる良いところで 

す。石垣市は人口 5万人弱。年間 110 万人ほ 
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どの観光客が訪れます。 

（２）「バンナ公園展望台」に向かいました。230ｍの

バンナ岳（この島一番高い山は、525.8ｍの於茂

登岳。）にある公園の展望台から、エメラルドグ

リーンの海と八重山諸島の島島が展望できます。

素晴らしい景色でした。 

（３）昼食は、川平湾に隣接する「島の駅カビラガーデ

ン」での石垣牛の陶板焼き。お肉は美味しく、量

もほどほどで結構

でした。歩いてすぐ

の川平湾からグラ

スボートに乗って

湾内遊覧。湾内は干

潮で、水深は浅く、

サンゴ礁・亀・熱帯魚も見えましたが、本格的に

楽しむならもっと深いところをシュノーケルを

つけて潜って下さい。 

（４）近くの、昔ながらの「手造りの泡盛製造所」を見

学。泡盛の原料がタイ米とは知りませんでした。

昨晩飲みましたが、香りと味が、遠い昔の癖のあ

る焼酎を想いだしちょっと馴染めません。（あく

まで個人の感想です。） 

  お土産に買い求められた方もいらっしゃいまし

た。ちょっと上ったところに「唐人墓」がありま

す。1852年、中国からアメリカに送られる約400

人の中国人労働者が、船内での虐待を含む、ひど

い仕打ちに反乱を起こし、船長以下を殺害。自前

で航海の途中、石垣島沖で座礁。事情を知らない

島人が助け保護したが、イギリス、アメリカの軍

隊による報復攻撃

を受け、ほとんど

の中国人が殺害さ

れた。犠牲者を弔

うため、1971 年

極彩色の中国式の

唐人墓が建立された由。 

（５）沖縄の伝統工芸織物みんさーの織元「みね屋工

芸」に立ち寄りました。綿の幅の狭い帯「綿狭

帯めんさおび」が転訛して「みんさ」になった

のではとの事。色鮮やかな帯・敷物・バッグ・

シャツ等洒落たものが沢山ありました。島の中

心部に戻り臨済宗妙心寺派「桃林寺」参拝しま

した。八重山に仏教のお寺が無く、薩摩藩が、

琉球王に寺社を建てるよう進言。1614 年創建さ

れました。隣に権現堂も併せ建立されました。

屋根は、沖縄独特の赤瓦ですが、全体の雰囲気

は、山間にある由緒深いお寺のような静かな佇

まいです。 

（６）夕食はホテルではなくレストラン「あじ彩石垣島」 

です。今回参加の最年長、12 月で満 88 歳の米寿

をお迎えになる山本さんの乾杯でスタート。八重

山の唄と踊りを楽しみながら、郷土料理を頂きま

した。ラフティーはすでに出ましたが、石垣牛の

チャンプルー・島豆腐・八重山蒲鉾等々美味しく

いただきました。八重山踊りは、農耕儀礼で、感

謝を込めた奉納舞踊。その為、無表情で踊るとの

事。他には、胡蝶の舞・安里屋ユンタもありまし

た。後藤さんと大喜多さんが舞台に招かれ、プロ

に交じり達者な踊りを披露しフィナーレとなりま

した。 

（７）19時頃、今宵のホテル、ANAインターコンチネ

ンタル石垣リゾートに到着。ゆっくりの 2連泊で

（ＨＰ掲載） アイアン・クラブ 平成３１年１月１０日
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す。総客室数 255 室。プライベートビーチ・プ

ール・ショートコースゴルフ場等々、素晴らしい

リゾートホテルです。敷地は広大、造りもゆった

り。さすが修学旅行生はいなかったようですが、

ツアー客は多くてもせかせかした感じは全く受

けませんでした。典型的なリゾートライフを楽し

む場所なのに、明日もまた、せかせかと観光に走

るのはどうかと思いながら（自分が、此の立案の

当事者であることは棚に上げ。）、それでも寝るの

はまだ早いし、冒頭記載の、ビーチで夜空を眺め

ご満悦で部屋に戻りました。 

 

３．11 月 8 日（木） 

（１）昨夜 9 時前に就寝、盛大な鼾と歯ぎしりをかきな

がら熟睡。（山の神、余程蹴っ飛ばそうと思ったそ

うですが、あまりにも疲れきった寝顔だったので

止めた由。）元気に起床、一流の朝食を楽しみ、食

後海岸に出れば荘厳なる日の出。朝からハッピー、

ハッピーの連続で、上天気の中、8 時ホテル出発

し石垣港に向かいました。 

   8時40分発の高速船で9時20分西表島大原港着。 

（注３）西表島は、八重山諸島最大の島。山がちで平野

に乏しく海岸線の僅かな平野を中心に 2400 人

弱が住んでいます。沖縄の方言で、東はアガリ・

西はイリ・南はへー・北はニシと言うそうです。

東から太陽がアガリ、西にイルからイリオモテ

ジマになった由。特別天然記念物カンムリ鷲の

一羽の飛来は車中から見ましたが、夜行性のイ

リオモテヤマネコは全く見ませんでした。（100

頭程度生息しているそうです。昼間稀に見る事

がある由。夜間、年 10 頭程度車に轢かれ死ぬ

そうで、新聞トップ記事になります。） 

（２）西表島に来たら、まずは仲間川マングローブクル 

ーズ。非常に水深の浅い仲間川を船頭さんの軽妙 

な語り口の説明を受け、気持ちの良い川風に吹か 

れながらマングローブ林を見学しつつ遡り、上流 

の上陸ポイントで、県内最大級のサキシマスオウ 

ノキ（アオギリ科の常緑大高木で巨大な板根を持 

つ。樹高 18ｍ・板根の高さ 3.1ｍ。）を見て帰る 

約１時間のクルーズを堪能。仲間川は水深が浅く、

干潮時は、時に上流の桟橋まで行けないそうです。 

マングローブ林とは、熱

帯・亜熱帯の遠浅の泥深い

吃水区域にある低木また

は半高木からなる林。 

ヒルギ科の植物が多くオ

ヒルギ、メヒルギ、ヤエヤ

マヒルギ等が群生しています。 

（３）次なるも目玉の一つ、水牛車に乗っての由布島

（ゆぶじま）渡り。西表島から約 400ｍ先に由布

島があります。最大 10人を乗せて、牛車に乗って

いるから馬子ではなく騎手？の三味線に合わせた

民謡を聞きつつ、水牛の気の向くままのんびりゆ

っくり、良いお日和です。干潮で水深略ゼロ。満

潮時は水牛の首までの深さ、牛さんも大変です。

お昼は、島唯一のレストラン「由布島レストラン」

の郷土料理。独占企業だから手抜きかと思いまし

たが、天麩羅も鴨も和え物も結構いけました。 

（４）食後は約 1 時間の島内散策。由布島は、周囲 2.15 

ｋの小さい島で、島全体が亜熱帯植物園です。昔 

は、沢山の人が水牛

を使い農耕してい

ましたが（今でも、

小・中学校の校門跡

が残っています。）

（ＨＰ掲載） アイアン・クラブ 平成３１年１月１０日
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1969 年の台風で壊滅的被害を受け、今は、ほと

んど人は住んでいません。沖合の小浜島との間の

ヨラナ水道には、マンタが来、喋喋館では、オオ

ゴマダラが優雅に飛び、ブーゲンビリア館では、

亜熱帯の花が咲き乱れています。帰りも、水牛車

に乗って西表島。高速船で石垣港、歩いて近くの

「石垣市公設市場」へ。極彩色の魚やら、豚の頭

等珍しいものがあるかと期待しましたが、規模も

小さく、すでに夕方、何もなく期待はずれでした。 

（５）恒例、最後の晩餐です。宴会に先立ち、中山義隆 

石垣市長の表敬訪問を受けました。同市長より、 

石垣島訪問の御礼、沖縄・石垣地区等の現況とＰ 

Ｒ、若干の質疑応答、少ない時間でしたが懇談い 

たしました。（今回ご参加の中澤忠義さんの通産 

省時代、同じ部局の後輩に元沖縄県知事の仲井眞 

弘多さんがおられました。 

   皆さんご存知の、普天間飛行場の辺野古沖移転を

決断された知事です。中澤さんが沖縄に来られる

との事で、11 月 7 日の朝、那覇のホテルで旧交

を暖められました。その席上、中井眞さんから、 

石垣に行くなら私が連絡を取るから中山市長に

是非会ってほしいとのお話があったとの事です。） 

   三木元委員長の乾杯のご発声で大宴会始まりま

した。本格和会席でした。先付・前菜・造りから

デザートまで量と言い中身と言い美味で大満足

でした。（これだったら、洋食コースも良かった

なとの声もありました。）更に、これも恒例？大

喜多さんからの極上ワインの差し入れ、泡盛、日

本酒いつもながらの和気あいあいの雰囲気の中、

いよいよカラオケ会です。①山本さん「憧れのハ

ワイ航路」②織田さん「街の灯り」③森脇さん「小

心者」④栗川さん「十九の春」⑤中澤さんと中澤

ガールズ「乾杯の歌」⑥後藤さん「影法師」。数

年前の、森脇さん、栗川さんの衝撃のデビューに

匹敵する新人織田さん。後輩の若手に負けてはな

らじと幹事の依頼にこたえて美声の後藤さん。幾

つになっても声量豊かな山本さん。幾つになって

も容色衰えぬ中澤ガールズを引き連れての中澤

さん。上手い！恐れ入りました！山本さんの解説

と指揮で、沖縄民謡「安里屋ユンタ」さらに「紅

葉」「故郷」を全員で合唱、お開きとなりました。 

 

４．11 月 9 日（金） 

（１）旅行最終日、今日も上天気の中、8時 20分ホテ 

ルを立ち９時石垣港から竹富島へ、高速船で 20

分です。サンゴ礁の隆起によって生じた琉球石灰

岩からなる低島で、周囲 9.2ｋｍ、人口 360 人、

観光業で成り立っています。 

（２）先ずは、星砂の浜とコンドイビーチ。名前の通り

星の形をした砂が見つかります。遠浅の綺麗な海

水浴場でした。またまた、水牛車に乗っての観光

です。牛の名前は「梅吉」。

牛車自体約 1 トンに我々

20 人、2トン以上引っ張

って、木造赤瓦の民家と

白砂の敷かれた道路を気

の向くままの足取りでゴトゴト。道路は、車一台

が通れる広さ。曲がり角を全長 10ｍ以上牛車が

内輪差を計算しうまく回る技術。此の梅吉は随分

頭が良いとオジサン自慢していました。時間を超

越した世界です。但し、前の席は、見晴らしは良

いのですが、牛さんの事、気が向けば「うんちタ

イム」。ゴミ持ち帰りなのでしょう、それをバケ

ツで受けて吊るしておくものですから前方の席

の方大変でした。沖縄民謡安里屋ユンタに登場す
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生家。日本最南端の寺、浄土真宗喜宝院と併設す

る竹富島の民

俗資料などを

集めた「蒐集

館」等を自由

散策。 

（３）竹富港から高速船で石垣島へ。ここで大阪の山本

さんご夫婦を盛大にお見送り、我々は、旅のフィ

ナーレ昼食場所「舟蔵の里」に向かいました。此

処がなかなか風情のあるお店でした。敷地 3,000

坪余に赤瓦の古民家風の８棟の館があり、広大な

庭は手入れが行き届き、ここでものんびりとした

午後のひと時を過ごしました。食事は、郷土料理

のそば会席。沖縄のそばは小麦粉が原料。美味し

い昼食でした。御亭主が中々味のある方で、料理

の説明以外に、秘蔵の 60 年物泡盛（少し大きめ

のぐい飲み一杯で 8,000 円しますよと、のたま

われていましたが・・）ほんの少々、なめる程度

サービスしてくれました。もっとも、そのあとカ

フェテラスでのコーヒータイムにも現れ、今度は、

30 度の泡盛を大サービス。 

（４）15 時 30 分（実際の出発は遅れて 50 分頃）、帰

りは石垣空港からＡＮＡ－092 便で羽田に直行。

我々の後ろは修学旅行帰りの高校生。気流が不安

定で、エアーポケットに入り大揺れするたびにあ

ちこちから黄色い悲鳴、久し振りに青春時代を思

い出しました。定刻より少し遅れ、18 時 30 分

頃羽田到着。三々五々の解散で、今年の 3 泊 4

日の沖縄旅行無事完結しました。 

 

Ⅳ．後書き 

  お世話になりました。 

（１）近畿日本ツーリストさんとご担当の前田さん。１

月の下打ち合わせから小一年。山あり谷あり色々

ご無理申し上げました。無事に大行事終了感謝で

す。 

（２）添乗員の酒井さん。小柄で、本当にスリムな方。

寝る子は育つのたとえ、朝食を抜いてもぎりぎり

まで爆睡し、スタミナを育ておられる由。癒し声

でいてよく通り、てきぱき旅を進めてくれました。

感謝です。 

（３）旅行参加の皆さん。唯一のミスは、世話役の私の

不注意による荷物置忘れだけで、病気も怪我も迷

子も遅刻も無く旅行を盛り上げて頂きましたこ

と感謝です。特に山田さん、幹事役として後方か

らのバックアップに加え、写真班としても活躍頂

きました感謝です。 

 

  早くも、来年の旅行準備スタートです。沢山の 

方々が興味を持ち、多数の方方が参加しようと思

われる企画を考えます。是非宜しくお願い申し上

げます。           

（渡辺 徹・記）
 

 

る、島の役人の求婚を蹴った絶世の美女クヤマの 
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