
発刊のことば
WUB東京 会長 重田 辰弥

2001年10月、東京で行われた第5回

WUB世界大会でWUB創設者のロバー

ト仲宗根氏から次期のWUB会長の呉屋

会長にWUBスピリッツのシンボルとして、

櫂（かい）が手渡されました。(上記写真)。

櫂は沖縄では『えーく』といいます。

私たち琉球民族の祖先はこの『えーく』で小船『サバニ』を

操り、東南アジアから遠くアフリカの東海岸まで南海に勇躍

したと言われています。この海外勇躍の精神は脈々と受け

継がれ、わが沖縄を20世紀海外30万人と言われる有数の移

民県にしました。そして今日WUBの誕生を見ました。

WUB東京では発足当初、前事務局長の尽力により数回の

「ニュース」発行をみましたがその後続かず、これまで会員の

皆様への広報・サービスが不十分でした。その理由は発足間

もなく「世界大会」開催という重い課題を背負い、今日まで

その実施と残務に追われたことによります。もちろんこの間、

Webやメールでの連絡広報は盛んに実施してきましたが、

それだけにネットやメールを使われない方への情報格差（デ

ジタルデバイド）状態をそのまま放置して来ました。

WUB東京の新体制を迎え世界大会のフォロー作業も漸く

終わった今日、このような反省から発足当初の「ニュース」を

継承・発展させる形で会員の皆様および世界に広がるWUB

メンバー、さらにはWUB以外の方々への交流とビジネス発

信の場として名前も新しくこの『えーく』を発刊します。

“いま、WUBは面白い！”これが私達の目指す方向です。

編集メンバーはすべて本業を持つWUB東京のボランティア

活動によります。忌憚のないご意見・ご批判、投稿・寄稿等

によるご支援ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

創刊にあたり、心からお祝い申し上げます。
WUBインターナショナル 会長 呉屋 守將

WUBインターナショナル又は各チャ

プターに於いては、それぞれ様々な形

で活動状況等の報告をしております。

しかし、WUB東京が広報誌を発刊し、

定期的に活動状況及び会員の様々な情

報を発信して行くことは画期的なこと

です。WUB東京の皆様の活動状況は第5回WUB世界大会

東京実績等に見られるように、きわめて積極性、新規性が

あり頭が下がる思いです。

広報誌を通じてWUB東京の活動記録を会員の皆様が共

有し、また自由に意見を述べ合いお互いを深く理解し合う

こと等を通じて、WUB東京のベクトルを一つにしていた

だきたいと思います。ひいてはこれが、会報誌タイトル

『櫂（えーく）』が意味するとおりWUB東京をより活発化さ

せ、更にはWUB全体への牽引力となって大きな影響を与

えてくれることと信じております。

最後になりますが、広報誌の創刊を祝し、会員皆様の

益々のご健勝を祈念いたします。
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「櫂（方言：えーく）は全員が同じ方向に向かえば、強く、速く進む。WUBの活動がそうなるよう願いをこめて…」 Bob, WUB Founder

●バンクーバーIT会議報告●

「ボリビア大会成功へ向けて」
来る10月11日の「第6回WUB世界大会ボリビア」に向

けて、WUBインターナショナル理事会がカナダ・バン

クーバーで開催されました。WUB東京から会長代理

として出席しました。会議にはWUB世界各支部会長

やオブザーバー17名が出席、呉屋会長の挨拶につづい

て報告・審議等活発な意見交換がなされました。

とくに「第6回WUB世界大会」を主管するWUBボリ

ビアのマルコス仲田会長からは大会案内と開催支援の

要請がありました。ボリビアにはオキナワという地名

が命名されるなど県出身入植の先輩達がボリビア開発

に印した輝かしい歴史と功績を見て欲しいと強調され

ました。また、大会にはボリビア大統領の招待を検討

しているとう報告がありました。

主管のWUBボリビアの熱意に応え、東京からもWUB

会員に拘らず出来るだけ大勢の参加者を募り大会成功

を目指しましょう！（WUB東京 理事 木村 瑠美子）



《2月》

2日／ミニ演奏会。高宮

城徹夫会員の技にみんな

うっとり！

＆要子さん壮行会、大阪

でも頑張ってね！

16日／世界大会報告書座談会、オ

フレコ連発！銘苅さん頭を抱える！

下旬ころ／報告書作成ピークへ、焦る蝋山さん

《3月》

14日／FOODEXでWUBハワイ会

長ソンブレロさん、スーザンさん来

日、高P急に英語が流暢？に！

30日／第11回報告書委員会・報告書

お披露目会、三島編集長大いに語る！

下旬ころ／電気ブラン流行る？

《4月》

13日／重田会長誕生会、限定ボトル

「Shige G 62年も

の」発売！

15日／ＷＵＢ東京役員会

《5月》

14日／報告書作成委員会の終了・解散、

みなさんご苦労様！

20日／WUB東京理事会

29日／WUB東京2002年

度総会、銀座モルチェ、

ゲストの「厳格な総会で、

さすが東京！」との言葉

に会長ご満悦～

《6月》

13日／新報 島袋支社長、タイムス

平良支社長の壮行会、なぜか主賓席

に座るまりちゃん

15日／2002年度WUB東京理事会

（第一回）

《7月》

11日／島袋WUBボリビア大会実行

委員長歓迎会

13日／WUB関西ビジネスフェアへの出展

27日／WUB International 会議、バンクーバー、木村瑠美子

さんピンチヒッター

《8月》

8日／金秀グループ東京営業所開設

披露パーティへ参加

中旬ころ／プロジェクト首里、本が

完成！売る前から増刷の心配を…

中旬ころ／またまたウィルス騒動。発信源は…

30日／WUB東京例会＆プロジェクト首里出版記念パーティ

沖縄DNAに期待
琉球新報社 東京支社長（WUB東京 顧問）幸地 光男

WUBには関心を持っております。沖縄

出身者が、沖縄の伝統文化・芸能に大事

にかかわっているのは、故郷を愛するとい

うことだけでなく、21世紀は手に手をとっ

て、若い人達を育てようというのが大変重

要であるように、WUBは、これから若い

人達が世界に羽ばたくのに一本の心棒的な存在といえよう。

沖縄の人々は歴史的に新しい世界に生きようという、本来

の沖縄DNAを持った人達が世界各国に種蒔きに行った。その

2･3世達が、また4・5世達が結束し、また、有力な情報源と

なって、新しいビジネス交流が生まれる。沖縄はサミットで

IT宣言した。WUBはビジネスネットワークを構築し、ITを定

着させ、WUBビジネスを活発化するべきでしょう。

WUB東京は、無心にやっている。坂本竜馬が浮かぶ。若い

人達を引き寄せており、WUBの真の精神を受け継いでいくだ

ろう。先輩達は若者達と大いに関わりながら彼等を応援し、

ビジネスの基盤整備を着実に進めるべきでしょう。（聞き手・

広報委員金城驍）

実体を創る時期だ
沖縄タイムス社 東京支社長（WUB東京 顧問）東金城 筍一

WUB東京の活動には関心をもっており

ます。時代を読むニーズに対応した活動

を続けているように見ております。かな

り前になりますが、ハワイ、中･南米各国

の沖縄移民社会を約1ヵ月間ほど取材して

歩いたことがあります。皆さんは、畑は出

来た、種を蒔きました、さぁ実を刈り取り、新しいビジネスと

いう時期を迎えています。実業者のなかにはこれから沖縄､日

本との貿易を望む方々がかなりおります。だが、思うように

行かない、こちら側の対応の遅さを指摘する声を聞きました。

東京には世界の情報が集中しております。情報の接点であ

ります。WUB東京は情報装備力を発揮して、WUB情報の核と

なって､沖縄、世界各国のWUBとの接点という重要な役割を

担っていると思います。敢えていえばWUBの理念は出来てい

る。これからはWUBの実体を創るべきでしょう。経営･連

携・そして利益というビジネスライクではないでしょうか。

これからWUB東京は何を残して行くかですね。（聞き手・広

報委員金城驍）

WUB東京
フラッシュバック
〈2月～8月〉
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●プロジェクト首里 「沖縄の食材・料理」の

本は、食材や料理に関連する沖縄の歴史・文

化・風土、沖縄の食材、沖縄の料理、沖縄の酒

（泡盛）について、写真を盛り込みながら分かり

やすく説明した本です。食材については35品目、

料理については41品目を紹介し、料理編では、

各料理ごとに、材料、作り方、調理上の注意と

コツを解説しています。この本は

WUB東京有志が集まって、プロジェ

クト首里のコードネームの下にビジ

ネスモデルケースとして企画、推進

されました。

本の購入は、http://www.shuri. co. jp

または Fax03-5431-3275（インター

ネットをご使用でない方）

●おもしろ書籍紹介 「沖縄版・相続税の実際」税理士 山

内　（ただし）著（株）草輝出版　1,800円＋税　・沖縄独特

の相続問題の解説と、税務の関わり。相続対策の実例。

●イベント情報　イベント「Session」建築設計/アーチスト/

異分野グループとのコラボレーション。展示エリアで“共存”

の提案。★12月6日 ★午後2時開場★午後6時Party開始 ★

フリードリンク、スナック★入場料未定★来場予定者/一般/

設計デザイン関係/出版関係 ★恵比寿EAST GALLERY

3F ★PP内03-5491-0221 ★菅原090-4590-9633

●Q&A Ｑ：WWW（World Wide Web）、Webの用語の

意味は？ Ａ：WWWとWebは同じ意味で使われています。

Webとはインターネット上の情報を統合して提

供するドキュメントシステムのことです。

WUB東京では、Ｗebを使ってホームページを

作成し、新聞社の情報、他のWUB支部の情報、

その他の情報をWUB東京の観点で統合し、提

供しています。Web：クモの巣　WWW：世界的な

クモの巣（直訳）

●WUB東京事務局より　今年度より三島副会長兼事務局

長の下、新しいWUB東京事務局がスタートしました。事務

局メンバーは、平良智広（会計）、高宮城悟（HP）、国吉真理

子（一般）の3名です。また、事務局は㈱日本アドバンストシ

ステム社内に移転しましたので、併せてお知らせいたしま

す。新事務局スタッフ一同、WUB東京のよりスムーズな運

営に尽力してまいりますので、みなさんのお力添えよろし

くお願いします。

●入会・退会情報 〈今年度入会〉比嘉 秀夫〈退会〉染谷

宣男（逝去）、武原常典、大嶺隆、赤嶺良彦（敬称略）

■編集後記
沖縄振興計画（新振計）が決まった。向こう10年間の沖縄振

興の方向性と基本施策を示す。復帰後30年間の3次にわた

る国主導による振興・開発計画から民間主導型への転換を

目指す。そろそろ依存体質から脱却し、自立発展しろとい

うわけだ。これからの沖縄ビジネスを注視したい。WUBビ

ジネスの展開とともに。『えーく』が動き出した。小さいが

極めて頑丈に育て何かと話題を創って行きたい。（広報委

員金城驍）

情報発信
掲示板

ニーム（印度栴檀樹）に魅せられて
昭和生化学株式会社 代表取締役 三島 康裕

せんだん木の仲間で落葉樹20mもの高さ

になる印度栴檀という木があり、アジア、ア

フリカ、中南米に広く分布している。印度原

産で木のどの部分を噛んでも苦く、虫が嫌い、

印度では長く害虫防除剤として使われてき

た。その実から油を搾りその粕は堆肥として害虫駆除や植物

活性剤として今日も使用されている。1960年代から欧米の学

者達が研究をはじめた。その結果、主要な成分アザデラクチ

ンという物質が虫のホルモン体系を崩し食欲減退を促し生殖

能力を衰えさせることが解明されて来た。対象は草食昆虫だ

けで、肉食昆虫（虫を食べる虫）には効果がないのも謎だし、

人体への影響はない。生殖能力をなくした害虫は徐々に減っ

ていき、まどろこしいが迅速性の化学合成農薬と安全性それ

が問われる時代だ。現在沖縄で印度栴檀の栽培をし、数年後

沖縄産のニーム製品の生産を夢見ている。

沖縄電力から電気事業連合会という業界団体に出向中です。
電気事業連合会 業務部 上原 秀樹

私の仕事は安価な夜の電力を使用する機器（電気温水器、

CO2冷媒ヒートポンプ給湯機、蓄熱床暖房機等）や快適な住

設機器（IHクッキングヒーター等）の導入によるオール電化

住宅の普及を図る電力業界の意見を関係省庁や関係業界団

体等に要望・調整，および全国10電力会社の共通した意見，

課題，対策の取りまとめ等が主な仕事です。ビジネス相手と

してあまりWUBとは関係ないと思われがちな電力会社も各

家庭までの電力供給の全面自由化が検討される等厳しさが

増す中で、電力供給以外への事業展開，具体的には経営資源

を有効活用した情報通信事業等のビジ

ネス分野へ積極的に事業を展開し始め

ています。個人的には、今後WUBと沖

縄電力との間でビジネスに繋がるシード

が見つかり，ビジネスチャンスが広がる

ことを期待しています。

会員の仕事風景
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琉球王国の交易市場

デジタルソリューションのための
ベストパートナー

私たちは、お客さまにとって
ベストな情報環境をご提供する
情報戦略のプロフェッショナル企業です。

デジタルソリューションのための
ベストパートナー

業務内容：各種事務処理系アプリケーションの開発から、ハードウェアの選
定・導入から運用。「WEB系ソフトウェア」「DBソフトウェア」「CGソフトウェア」
など各種アプリケーションの開発。クライアント・サーバシステム（CSS）にか
かわる各種ソフトの設計、開発、コンサルティングなどデジタルソリューション
に関わる全ての業務を行っています。

http://www.okinawa1.co.jp/

東京支社長�

幸　地　光　男�
東京支社  〒104-0061 東京都中央区銀座6-11-7（銀座オリコミビル7階）�

TEL 03（5568）6855  FAX 03（5568）6858

htpp://www.ryukyushimpo.co.jp/

E-mail:tyo@otsinfo.co.jp

東 京 支 店 �
TEL（03）3509－6311�
港区新橋1-13-12

銀 座 案 内 所 �
TEL（03）3562－6455�
（銀座わしたショップ内）�

創業40余年�

信頼のマーク�

迅速・確実なサービス�

北海道から沖縄まで……全国34店のサービスネット�

KOBUNDO PRINTING COMPANY

情報は社会のエネルギー。伝えることで時代は進化する。�

本　　　社／〒901-1111　沖縄県南風原町字兼城577番地�
 TEL.098-889-1131（営業本部） FAX.098-835-6111（G4）�
東京営業所／〒162-0822　東京都新宿区下宮比町2-29 飯田橋NKビル7F�
 TEL.03-3269-8133　FAX.03-3269-8330

会 長  呉 屋  守 將�

・編集デザイン・レイアウト協力／（有）ビプロ　東京都中央区明石町1-3-901 TEL:03-3546-9191  FAX:03-3546-9192
・印刷協力／光文堂印刷（株）東京営業所　東京都新宿区下宮比町2-29 飯田橋NKビル7F TEL:03-3269-8133  FAX:03-3269-83304 価格：200円（税込）


