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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

Over a century ago, tens of thousands of Okinawans 
emigrated across the world, and now one-third of 
Okinawans in the world reside outside of Okinawa. 
The WUB “Talk Story V Conference ‒ “Uchinanchu 
Identity” is proudly dedicated to the pioneer issei, whose 
courage, dedication, and sacrifice created the Worldwide 
Uchinanchu Community and to future generations who 
will carry this legacy forward. 

Uchinanchu Talk Story (TS) V Conference and 
WUB Network Board of Directors Meeting ‒ 

“Uchinanchu Identity” was intended to be an informal 
“talk story” to share stories about the challenges, and 
successes in establishing and maintaining one’s identity 
in an unfamiliar environment and culture. It is also an 

opportunity to reach out and strengthen relationships 
with Uchinanchu from all parts of the world. 

As such WUB Network Directors meeting convened on 
August 2, 2015.  Yoshikazu Tony Higashi, President WUB 
Network called the meeting to order. Congratulatory 
Message from Governor Onaga was delivered by Mr. 

Eigo Yamazato, Assistant Director, OPG 
Washington DC Office. Participants were 
WUB Network chapters from Brazil, 
Peru, Hawaii, North America, Taiwan, 
Okinawa, Tokyo and other interested 
members of Okinawa Kenj in Kai 
Atlanta. Updates from WUB Chapters 
and business financial issues were discussed.  Information 
of the 20th WUB Conference in conjunction with the 
6th Worldwide Uchinanchu Festival in Okinawa were 
discussed

By holding this simultaneously with the Atlanta Kenjin 
Kai 30th Anniversary, both American and foreign 
participants can enjoy the celebration’s “chimugukuru 
and tamashii” and this “Uchinanchu Identity” talk story 
event. The conference was interactive and included small 
group discussions to explore issues of common interest. 
Like previous WUB talk story events, TS Conference 
V was extremely enjoyable, enlightening, and heart-
warming. 

Background: In October 2010, the first “Uchinanchu 
Talk Story” was held in conjunction with the 15th 
Annual WUB Network Conference at the University of 
Hawaii East-West Center in Honolulu. Many Hawaii’s social 
and cultural groups shared information about their 
organizations and strengthened their relationships with 
other Uchinanchu groups and representatives of the 
international WUB Network. The hope was this first 
Talk Story would continue.  Subsequently talk story 
events continued and “Uchinanchu Talk Story V” are 
the direct result with a special focus on young American 
Uchinanchu in the United States of America.

WUB Hawaii Uchinanchu Talk Story V Conference
Sunday, August 2, 2015 Hilton Garden Inn, Atlanta, Georgia

Uchinanchu Identity 
Dedication: Kyuzo Toyama (Father of Uchinanchu Migration)

“Let’s set out into the world. Our homes are the five continents”
John Tasato (WUB Hawaii)

ジョン・田里 (WUBハワイ 前会長）
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－－WUBネットワーク理事会リポート－－

Talk Story V 参加者全員で記念写真

2015年8月、アメリカのアトランタでWUBネットワークの理事会が開催されました。その時の様子をどなたかレポートして
くれませんか？ と投げかけたところ、WUBハワイ前会長のジョン・田里（John Tasato）さんとWUBブラジルのケンジ・大城
（Kenji Oshiro）さんのお二人がご寄稿くださることになりました。お二人とも英語でのレポートとなりましたが、「沖縄への思い」
「ウチナーンチュであることへの誇り」「WUBを通じたビジネスへの可能性」を直接感じていただきたいと考え、原文をそのまま
掲載させていただきます。要訳をWUB東京の国吉真理子さんにつけていただきましたのでご参考にしてください。



The first talk story event attempted to define the 
“Uchinanchu Spirit”, how social and cultural organizations 
contribute to the Uchinanchu Spirit.  What is the future 
of the Uchinanchu Sprit? It revealed that Uchinanchu 
Spirit are: Inclusive ‒ everyone fits in, focused and 
get things done ‒ Chibariyo! or “Go for It” attitude, 
responsible for passing on the cultural memory-Okinawan 
heritage, participate on the global stage ‒ sharing with 
the world, have pride, spirit and have an abundance of 
positive energy! This passion and powerful energy led to 
subsequent events on various issues:  Cultural “pride and 
identity”, US military base issues in Okinawa and what 
people want for Okinawa ‒ autonomy, democracy, equality 
status, Uchinanchu longevity, nutrition, and quality of life 
in old age.  Talk Story V further discussions of how the 
Uchinanchu Spirit evolves in a “foreign” culture and 
how Uchinanchu perpetuates the Uchinanchu legacy, 
particularly in Atlanta and other continental US locations 
and to address the question about what lies ahead for 
future generations.  

The panelists: Dr. Nolan Higa, President , 
WUB North America sansei Okinawan-American 
anesthesiologist whose grandparents immigrated to 
Hawaii in the early 1900’s. Because of an emergency, 

his brother Alvin Higa represented him in his place. 
Kayoko Lewis, Okinawa Kenjin Kai Atlanta, Former 
President was the first president and is a Board Member 
of Okinawa Kenjin Kai Atlanta. She is also a reporter 
for the Okinawa Times and Goodwill Ambassador 
for Okinawa.  Mika Fengler, Okinawa Kenjin Kai 
Atlanta is a student in the Lamar Dodd School of Arts at 
University of Georgia and is currently pursuing her BFA 
in photography. Liana Sayuri Nakao Nakahodo is 
a sansei from Brazil and an Environmental Consultant 
for TNA Engenharia Quimica, responsible for solid 

waste management planning and environmental license 
acquisitions for sugar cane industries. Participants were 
separated into small discussion groups and shared their 
views and experiences on the day’s discussions and 
develop questions and comments to explore further. The 
forum concluded with a summarization of the discussions. 

This is the first joint WUB event with Atlanta Okinawa 
Kenjin Kai social and cultural groups and hopefully just 
the first of more to come. WUB hopes that the enthusiasm 
and spirit of this event will spread, recognizing that 
Uchinanchu is part of a global network and community. 

Special Ippe Nifwee Deebiru to certain individuals 
if not for their enthusiasm and hard work this conference 
may have not been a successful.  Kayoko Lewis who 
was instrumental in long distance planning, coordination 
with WUB Hawaii and North America (Los Angels) 

and stayed with WUB Network visitors from arrival 
to departure to ensure all things were done correctly.   
Mayumi Cole, energetic Past President, Atlanta 
Okinawa Kenjin Kai and current Goodwill Ambassador 
ensured that youngster were in attendance and hosted 
the group to an excursion-lecture at Kings Hawaiian 
Bakery at Flowery Branch City, Atlanta, GA. Mark 
Taira, CEO, Kings Hawaiian Bakery-Restaurant lectured 
of a success story of a small family bakery from Hilo, 
Hawaii to a Corporate business in Los Angeles, and 
Atlanta GA providing restaurant and bakery products 
across America. Yumiko Kinjo Hoyt, President, 
Okinawa Kenjin Kai Atlanta and its members were a 
wealth of talents in the performing arts, dancers, and 
musicians. Their MENSO-REI invitation to WUB Network 
members to celebrate their special 30th Anniversary was 
well received and we all enjoyed each other’s company 
true Uchinanchu style! With a special farewell Aloha 
party as we departed Atlanta and headed to Washington 
DC.
At Washington DC, the WUB group met and enjoyed 
a get together dinner with Blaine and Itsuko 
Asato, President Okinawa Kai of Washington and club 
members.  Toured the nation’s capitol of historical sites 
and of particular interest the group visited Washington 
Monument and witness, viewed the “Ryukyu Stone”, 
Commodore Perry, U.S. Navy brought back from his 
historical voyage to Ryukyu Kingdom and Japan in 
1854.  The following day, the group visited the U.S. Naval 
Academy, Annapolis, MD to view more of Perry’s artifacts 
and the “Ryukyu Temple Bell” located on the grounds of 
the Naval Academy. 
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ワシントン DC のリンカーン記念堂の前で

WUB ネットワーク正副会長揃ってウチナーンチュ大会のPR

どこにいても締めはやっぱりカチャーシー



WUB Hawaii, WUB North America, and the 
Atlanta Kenjin Kai are proud to be the co-sponsors of 
this event and are part of the WUB Network, a successful 
international organization of Uchinanchu business 
associations with 23 chapters in 16 countries worldwide. 
WUB Network has broadened its business focus to 
include cultural, social and other aspects of the Okinawan 
community both here in the US and the rest of the world. 
The WUB organization and its international network 

reach out to brother-and-sister organizations throughout 
the world and discuss topics of mutual interest and how 
a mutual cooperation and partnership may benefit all 
involved. These unselfish qualities were recounted at the 
conference as the “Uchinanchu Spirit”.  I am reminder by 
Lloyd Arakaki (Hawaii) of how a small seed will grow and 
blossom and hope that our objectives may grow as well.  
Collectively we all can make a difference, Chibariyo!
   Aloha and Mahalo, John Tasato
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（要訳）
第19回WUBネットワーク理事会及び第5回WUB Talk 
Story (WUB懇話会）の開催について

一世紀以上前、数千の沖縄県人は世界中に移住し、現在で
は、沖縄人の１／３は海外に住んでいると言われている。
今回第 5 回目を迎える WUB Talk Story（WUB 懇話会）は、
移民１世の勇気、献身、犠牲の上に形成されたウチナーン
チュコミュニティと将来このレガシーを引き継いでいく若
い世代に捧ぐものである。

WUB ネットワーク理事会ならびにウチナーンチュトーク
ストーリー（TS：WUB 懇話会）の開催：
当初「ウチナーンチュ・アイデンティティ」を主題とする懇
話会は、不慣れな環境の中で、互いに抱える課題や成功体
験を共有する、いわば私的な意見交換のようなものだった。
話すことにより、ウチナーンチュとしてのアイデンティ
ティが確固たるものとなり、現在では世界中のウチナーン
チュとの関係がより深まる機会となっている。

WUB ネットワーク理事会は、2015 年 8 月 2 日米国ジョー
ジア州アトランタにて開催された。東良和会長が議長とな
り、会議は進行した。翁長雄志知事（WUB ネットワーク名
誉会長）からの祝辞（代読：沖縄県ワシントン DC 事務所山
里永悟主幹）が披露された。会議参加者は、ブラジル、ペ
ルー、ハワイ、北米、台湾、沖縄、東京の各支部代表、ま
たアトランタ沖縄県人会や WUB に関心があるオブザー
バーの参加があった。各支部からの報告、ビジネス状況報
告、2016 年の第6回世界のウチナーンチュ大会と連接して
開催されるWUB 世界大会について、などを話し合った。

今回の理事会は、アトランタ沖縄県人会創立30周年記念
と合わせて開催された。30周年記念式典では、ウチナーン
チュ、アメリカ人、国籍問わず、全参加者が共に祝いチム
グクルを感じることができた。
今回、TS は対話型で行われ、共通の関心、問題をより深
く話しあうことを目的に、小人数でのグループディスカッ
ションも含まれていた。これまでのTSと同様に、非常に
楽しく、啓発的であり、また心温まる会議となった。

背景：第1回TSについて
第1回のTSは、第15回 WUB ネットワーク会議開催に合
わせて、2010 年 10 月にハワイにて開催された。ハワイの
数多くの社会的、また文化的な団体が参加し意見交換をし、
世界に広がる団体であるWUBネットワークと他の沖縄関

係団体との交流を深めた。
その後、第 5 回を迎えるにあたり、特にアメリカ国内で生
活する、若い世代のウチナーンチュアメリカンにフォーカ
スした。
第1回目のTSは、「ウチナーンチュ・スピリット」を定義
してみようと試みた。ウチナーンチュ・スピリットは包
括的なのではないか。ちばりよー！ Go for it! の考え方で、
沖縄文化を次世代へ継承する。「プライドとアイデンティ
ティ」、「米軍基地と民主主義」、「長寿」、などがその後開
催されたTSのテーマとなった。第5回は、ウチナーンチュ・
スピリットがどのように異文化の中で進化するか、特に会
議が開催されたアトランタで若い世代がどのように沖縄の
文化を引き継いでいくか、などを話し合った。
パネリストの紹介：

ノーラン・比嘉氏　WUB 北米 会長
佳代子・ルイス　前アトランタ沖縄県人会 会長
ミカ・フェングラー　アトランタ 学生
リアナ・仲程　ブラジル　環境コンサルタント

今回、WUB とアトランタ沖縄県人会が共同して会議、式
典を行ったのは初めての経験だった。多くの方のご協力、
ご尽力に感謝する。特に、アトランタ沖縄県人会の由美子
ホイト会長ならびに、佳代子・ルイスさん、マユミ・コール
さん、視察を受け入れてくださった、キングスハワイアン
ベーカリーのマーク・平良さんに深く感謝申し上げたい。

アトランタでの会議を終え、一行はワシントンDCを訪問
した。ワシントンDC 沖縄会安里逸子会長ならびに会の皆
さんとの交流、ワシントン記念塔、国会議事堂、リンカー
ン記念公園を見学した。特に私たち一行が興味を持ってい
たのが、ワシントン記念塔に埋め込まれている「琉球の石」
だった。その後、ブラジル、ハワイのグループは日程を延
長し、アナポリスの海軍学校を訪問し、「琉球の鐘」を見学
した。

WUB ハワイ、WUB 北米、アトランタ沖縄県人会は今回
のイベントの共同スポンサーであることを誇りに思う。
WUB ネットワークは世界的に支部を持ち、ウチナーンチュ
の主体となる国際組織として成功しているといえよう。
WUB ネットワークは、米国、沖縄のみならず、支部のあ
る各地で文化、社会、ビジネスを包括し、ネットワークを
広げている。
どのような小さな種子でも成長し、花を咲かせる。私たち
の目的もまた同様に育って欲しい。我々はみな変化をもた
らすことができる。ちばりよー！（がんばりましょう！）



On August 2015, we joined the WUB Board Meeting 
in Atlanta, USA. with bonds of friendship and lot of 
business opportunities offered by the okinawa’s global 
entrepreneurs. On that occasion we had 19 WUB’s 
meetings during the 30’s Atlanta Kenjinkai Anniversary.

After the meeting, we came back home. One month later, 
I kept in touch with Mr. Craig Hoyt, the husband of 
Atlanta’s President and also pilot of Delta Airlines, who 
visits São Paulo every once a month.

He looked up for local WUB to get closer to Brazilian 
Uchinanchu and met them again. According to Mr. 
Hoyt, he has been to Brazil many times, but never had 
opportunity to got in touch before Atlanta’s meeting.

Since then, he said he feels like home in São Paulo now. 
These days, he kept a new network with local friends and 
also surprised with the young generation’s involvements 
on Okinawa Association in São Paulo, Brazil, typical 
dances, sanshin classes, etc. Nowadays we are good 
friends and when he comes to Brazil, we always have 
dinner together with typical food and he says he feels like 
Brazilian uchinanchu.

In Atlanta, we also expanded our business network with 
Okinawan that were interested in Brazilians business. 
Each one introduced themselves and about own business, 
one of them was Mr. Shibasaki, President of WUB Taiwan. 
He had interested on visiting a Brazilian company, 
Petrobras, but he didnt have nobody to introduce him.

Immediatly, I talked 
with a friend of mine, 
M r .  S h im a b u k u r o , 
Brazil Okinawa Kenjikai 
P r e s i d en t who had 
worked there many 
year s , i n c l ud ing i n 
Okinawa. He arranged a 
visit for him and 5 more 
as representative of his 
partner company from 
Japan.
WUB Brazil coordinated the visit, Kenji Oshiro, myself,  
representing WUB Brazil and Mr. Eiki Shimabukuro 
representing Petrobras.

Besides visiting Petrobras, the group had visited the 
University of São Paulo, the largest University among 
South America, where they met the most specialist 
professor in oil department, they saw an earthquake 
simulation and a high seas storm in an oil navy.

I believe that Mr. Shibasaki and collegues felt themselves 
confident and trustful with our support that allowed them 
to came back 4 more time. They will come back in the 
next month and planning a meeting with a specialist in 
earthquake from Peru.

And everything had started in a casual meeting at 
Atlanta, USA. That show us the importance of this 
Association and the benefits that brings for our people. 
We must keep those meetings and expand them to 
always improve our relationship.
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キングスハワイアンベーカリーの工場内を見学。

アトランタ県人会30周年記念式典にて。皆さん素敵な笑顔です。

Atlanta report 
Kenji Oshiro (WUB Brazil)

ケンジ・大城（WUB ブラジル）

WUBネットワーク理事会。沖縄県ワシントンDC事務所より、山里主幹が参加。

オフィシャルスケジュール終了！



（要訳）
2015年8月、米国ジョージア州アトランタにて開催された
第19回 WUB 理事会に参加し、友情を深め、また沖縄系の
グローバルビジネスの可能性を知ることができた。

会議を無事終え、帰国１ヶ月後、クレイグ・ホイト氏（アト
ランタ沖縄県人会 由美子・ホイト会長 夫）がブラジルを訪
問した。彼はデルタ航空のパイロットで月に1度サンパウ
ロを訪問していた。ホイト氏はこれまでにも幾度もサンパ
ウロを訪問していたが、8月のアトランタ会議の前は、一
度も沖縄県系人と会う機会はなかった。
アトランタ会議をきっかけに、彼は今、サンパウロで会う
私たちを家族のように感じていると話していた。また、サン
パウロで新たなネットワークを構築し、サンパウロでは
ローカルの人々が集うレストランで食事をしたり、ホイト氏
はすっかりブラジルのウチナーンチュのようである。

アトランタではまた、ブラジルのビジネスに興味を持って
いた沖縄とのビジネスネットワークのきっかけがあった。
一人一人が、独自のビジネスについて話をした。そのうち
の一つは WUB 台湾の柴嵜会長からの問い合わせだった。
彼はブラジルの会社、ペトロブラス社への訪問に興味を

持っていたが、あいにくその会社へのつてがなかった。
私は、すぐに沖縄を含め、長年同社に勤続していた私の友
人 島袋栄喜氏（現 ブラジル沖縄県人会会長）に話を伝えた。
そして、柴嵜会長をはじめ、一行をブラジルに迎えること
になった。

今回、ペトロブラスの他に、グループはサンパウロにある
University of  Sao Paulo を訪問した。南米の中で最大規模
の大学を訪問した目的は、石油部門の中で最も専門性の高
い教授に会うためであり、さらなるビジネス発展の可能性を
知ることができた。

柴嵜会長はじめグループの皆さんは、私たちのサポートを
心強く感じ、また自信を持ったことと思う。最初の訪問か
ら短期間で4度の訪問を果たすことができたことがその証
明だ。また近々の訪問も予定されている。

すべてのことは、アトランタでの気さくなミーティングか
ら始まった。今回のことは、私たちのネットワークの大切
さとまた会員へもたらす利点を示したと言える。
私たちは、これらの会議を維持し、常に私たちの関係を改
善するために、今後引き続き展開する必要がある。
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 世界と繫がるWUBのネットワーク

●EUROPE

●TOKYO

●HAWAII
● MAUI

●CANADA

●NORTH AMERICA

●MEXICO

●BRAZIL

●ARGENTINA

●OKINAWA
●MIYAKO

●GUAM

●SINGAPORE

●PHILIPPINES

KANSAI●

PERU●

BOLIVIA●

CHINA●
TAIWAN●

HONG KONG●

THAILAND●
LAO●

MALAYSIA●

WUB 23 Chapters

ワシントンDCのリンカーン記念堂とポトマッック川



　「細菌とか微生物ってものすごい可能性を持っているっ
てご存知ですか？」と言われて、「はい、知ってます！」と
答えられる人はそう多くないと思います。私自身も当然な

がら詳しいわけ
ではなく、「腸内
フローラ（最近
耳にする）」とか、
味噌・醤油の「こ
うじ菌」、または
ビールの「酵母」
といったような
ものを頭に思い

浮かべる程度で、「何となく身体にはいいんだろ
うな～」というくらいの認識でした。
　また「ＥＭ」についても、沖縄で暮らしていた
ころに単語自体は聞いたことはあったくらいで、
無限の可能性をもった技術なんだとはつゆ知ら
ず、単なる沖縄発の健康食品くらいにしか思って
いませんでした。ところが、その「ＥＭ」という
技術は、細菌や微生物を研究してきた結果に創り
あげた「ＥＭというプラスの共生体」を利用して
地球の環境や生態系を守り、ひいては人類の未来
を守ることの出来る、「無限の可能性を持った技
術である」、ということを今回の講演で初めて知
りました。恥ずかしながら自分の無知を反省する
とともにその可能性の大きさに身震いをするく
らいの興奮を覚えてしまいました。
　人間の身体には約600兆個の細菌が住み着いて
いて、主人である人間の心身の状態をコントロールしてい
るそうです。安里さんの言葉を借りれば、「私たち人間は、
微生物の海の中で“微生物のかたまり”として生きている。
この事実を受け入れ、微生物と対立するのではなく、微生

物との共存共栄を目指すことが今、求められている。」と
いうことです。微生物のバランスが崩れることで、人体で
いえばアレルギーなどの疾患につながり、地球でいえば環
境破壊からくる異常気象などにもつながっていく。そのバ
ランスをとることによって人間も地球も根っこのところか
ら回復が進み、徐々に健康を取り戻して明るい毎日を過ご
していくことが出来るようになる。それくらい「微生物っ

て大切なんですよ。」ってことだと理解
しました。
　そういった微生物との共存共栄を実
現するための技術が「ＥＭ研究機構で
開発を続けているＥＭ技術である。」と
のことでした。「ＥＭ」とは「Effective 
Microorganisms」、つまり「有効な微生物の集まり（集合体）」
のことで、この技術を使えば様々な場面で有益なことが数
多くあるそうです。農業や畜産、水産は連想がしやすいの
ですが、水質や土壌の浄化、建築といった分野まで活用で
きる、というのはビックリでした。ここ最近の例としては、

「福島での原発事故の放射能汚染対策としてＥＭを散布す

るプロジェクト」において効果が実感されていたりもする
そうです。建築関係でも「ＥＭ研究機構」で運営をしてい
る「ホテル・コスタビスタ」の事例があげられるとのこと
で、安里さんが師事をしている「ＥＭ」研究の第一人者で
ある比嘉照夫琉大名誉教授の言葉をネットから抜粋させて
いただくと、「（ホテル・コスタビスタは建築から）20余年
経過し（廃業から）13年間も放置され廃墟化しつつあった
旧ヒルトンホテルをＥＭ技術で補修し、新しい命を吹き込
みました。壁材や床材などすべてに大量のＥＭ資材が使わ
れています。ボロボロだったホテルがまるで新築のように
新しく生まれ変りました。ＥＭのスパなどは特に充実して
いますよ。健康になるエネルギーが体に入り、体の中の有
害物質を排除してくれます。皆さまにぜひおいでいただき、
ＥＭを体感していただきたいと思っています。」ということ
でした。
　沖縄発の世界を
救う技術「ＥＭ」を
体験するために
も、次回帰省した
際には利用をして
みようと思った次
第でした。
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きれいに生まれ変わったコスタビスタ。10周年を迎えた。

6

微生物への愛があふれんばかりの安里ＷＵＢ沖縄会長

 安里勝之WUB沖縄会長 講演会レポート（2015年10月27日）
「沖縄から世界に広がるＥＭ技術 ～微生物の持つ無限の可能性を追い求めて～」     

WUB東京 副会長　上原 永大

お忙しい公務の中、駆けつけてくださった島尻大臣とともに、ＷＵＢメンバーで記念写真。

真剣に聴き入る聴衆の皆さん
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●10月の沖縄では次のイベントが開催予定
『第6回世界のウチナーンチュ大会』（沖縄県主催）
『第20回WUB世界大会』（WUBネットワーク 主催・WUB沖縄 主管）
　WUB世界大会の主なスケジュール（予定が変更になることも有ります。）
　　・10／ 26（水）
　　　13：00～15：00 WUB世界大会　開会式＆基調講演（講演者調整中）
  場所：那覇市文化テンブス館テンブスホール
　　　17：00～ 世界のウチナーンチュ大会前夜祭　パレード参加
　  場所：国際通り
　　・10／ 27（木）～30（日） 世界のウチナーンチュ大会
　　・10／ 29（土） WUB東京ナイト（場所未定）
　　・10／ 31（月）午後 県内企業視察（金秀、ゼロテクノ、ぬちまーす、EMなど）
　　　　　　　　　 　夕方より WUBフェアウェルセレモニー＆パーティー
  場所：EMウェルネスリゾート　コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ

●今回特徴的なこと
①WUBがウチナーンチュ大会準備委員会の委員となり、大会中のイベントのひとつとして、WUBが関連するシンポジウムがいく
つか開催されること。（安里WUB沖縄会長が委員として参加しています。）

②WUBの開会式＆基調講演は、一般公開です。（募集方法などは調整中）
③パレードでは、WUB会員でお揃いのTシャツを着用予定です。（デザイン、カラーはお楽しみに！）

●来年の予定
2017年は、WUB設立20周年です。20周年を祝し、設立の地ハワイ・ホノルル市で記念大会を開催予定です。
時期については、現在調整中。決まり次第、広報いたします。

 WUB世界大会2016 in 沖縄 General Information

今年は5年に一度の『世界のウチナーンチュ大会』の年です。
第6回目となる今回の開催地は“沖縄”（2016/10/26～10/31）。

世界のウチナーンチュが沖縄に集まるこの機会にWUBも世界大会を開催します。
是非皆さんも参加して、 世界の WUBメンバーと共に国際通りをパレードしませんか！！

ホノルル、カラカウワ通りに WUBのノボリが行進

ペルー大会参加に向けて出発の1コマ第1回世界のウチナーンチュ会議ではハワイをパレード

ブラジルでもノボリが行進

WUB東京ナイト in Hawaii WUB東京ナイト in 沖縄



■新入会員紹介
●東風平 高根さん　（株）東風平高
根事務所社長 作詞家作曲家。1970年 
那覇市出身。2004年に「想い唄～ウ
ムイウタ」でクラウンレコードより
メジャーデビュー。2010年以降は、三線一本で日
本全国47都道府県をまわり、その後は、活動の場を世界に広
げ、現在は15ヶ国30以上の地域で、三線公演を行なっている。
2014年ホテルニューオータニでのディナーショー、2015 年
渋谷公会堂での単独公演。そして、2016年9月23日には、中
野サンプラザで東風平高根プロデュース公演「Beautiful 沖
縄」を予定している。高校生の1人娘と一緒にステージに立
つ日を今から楽しみにしている。

●當間 ゆきのさん　ぐすーよ、初みてぃやー
たい。かりゆしプロジェクト（川崎沖縄県人会）
の代表を務めております當間ゆきのやいびー
ん。ゆたしさるぐとぅ、御願えさびら。特技は、

琉球舞踊・三線・中国語。夢は、「共に学び合い、分かり合い、
楽しみ合える」沖縄学の学び舎を創設することです。川崎の
かりゆしフェスティバルにも遊びにめんそりよ～！ 6月12
日（日）14 時開演@サンピアン川崎。
●小川 潤さん　始めまして。当社（株）ワイズ
デベロップメントは沖縄県で事業・エンタメな
ど幅広い分野での開発事業を行っております。
今年は台湾に支店を出す予定です。私は米国で
生まれ育ち、主に映画やテレビの制作に携わって参りまし
た。沖縄から世界へ繋がる文化と情報ネットワークの活用の
支えになれれば幸いです。
●吉田 範之さん　TB Consultants 代表。主に飲食企業へ
の経営アドバイスを行うコンサルタントとしてご活躍です。
WUB 関西の金城さん（ゆいまーる牧場）とのご縁で入会され
ました。
●大城 宜智さん　（株）シリックコミュニケーション代表取

締役。KOI（関東沖縄IT協議会）の役員でもいらっ
しゃいます。癒しの医療を提供するNPO法人「ゆ
いめど」でも活動していらっしゃいます。
■法人会員代表交代のお知らせ
●沖縄タイムス東京支社長 具志堅 
毅さん　昨年7月に着任し、早9カ月。

お座敷列車、講演会、忘・新年会など WUB
東京の交流会に参加するたびに、多士済々の
皆さんから大いに刺激を受けています。今年10月のWUB
世界大会に向け、さらなる盛り上がりを期待しています。
1964年宜野湾市生まれ。普天間高校出身。2 回目の東京勤
務は単身赴任です。いつでもお声掛けください。

●沖縄ツーリスト東京支店　三宅 義信さん　
WUB 東京の皆様はじめまして。私が所属する
沖縄ツーリストは今年 7月で、東京進出50周
年を迎えます。50年に渡る皆様からのご支援

に感謝申し上げます。今年は50年分の感謝を込めた記念
企画を多数行いますので、是非ご期待下さい。これからも、
東京から沖縄を盛り上げられるよう努力して参ります。
●金秀グループ 東京営業所　名城 邦彦さん　
WUB東京の皆様、はじめまして名城と申しま
す。昨年から東京で勤務をしており、今期から
東京営業所を兼務する事になりました。東京営
業所は金秀グループの窓口業務を担っており、案件ごとに各
社と調整をしております。慣れない業務ですが皆様と交流を
深めながら頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。
■編集後記
外国で暮らしている沖縄人のコミュニケーションは大体が英
語のようです。（南米とかでは沖縄口の方が良く通じる地域
もあるようですが。）英語と沖縄口、両方とも不慣れな私と
しては気軽に交流できず、ちょっともったいない。というこ
とで、語学力とボディランゲージを鍛えよう。とくにボディ
ランゲージの方を。きっと気持ちで通じ合えるさ！（永大）

情報発信
掲示板
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2015年《5月》23日／ボブ仲宗根さん来日、川崎アル
コイリスにて大歓迎会。
28日／WUB 東京総会
開催。今井会長２年目で
す。大いに盛り上げて行き
ましょう！

《6月》1日／WUB関西
15周年記念、大阪マリオット都ホテルにて。

《8月》2日／第19回WUB
ネットワーク会議　第5回WUB 
Talk Story（WUB懇話会）米国ジョージア州アトランタ市にて。企業訪

問：キングスハワイアンベーカリー（CEO:
マーク平良氏）・ワシントン DC 訪問。
アトランタ沖縄県人会創立３０周年記念
式典参加。
28日／お座敷列車、品川発ミステリー
ツアー、今年は車窓から花火も見れま

した。

《10月》27日／WUB
東京講演会開催。演題：
【沖縄から世界に広がる
EM技術】～微生物の持
つ無限の可能性を追い
求めて～。講師：安里 勝之 

氏（株式会社サンバイオ代表取締役社
長　農業生産法人株式会社サンシャ
インファーム代表取締役社長　株式会社EM研究機構取締役　WUB沖
縄会長）。沖縄発の企業であるEM研究機構ですが、現在、中国、東南ア
ジア、ヨーロッパ、北中南米に駐在事務所があり、研究開発、ホテル＆ス
パの経営、またEMを活用した商品開発など、多角的に活躍されています。

《11月》2日／関東沖縄 IT 協議会との合同理事会。
《12月》3日／WUB東京＆
関東沖縄 IT 協議会合同忘年会
開催。

2016年《1月》30日／理事会＆新
年会、五反田アルコイリスでペルー料理
を満喫。

WUB東京
フラッシュバック
〈15年5月～16年4月〉

  


