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[沖縄通信⑨] 
2008 年２月に空林会西表ツアーを開催した。あらから４年経ち、２回目となる今回は沖

縄本島ツアーである。メンバーは長田、金野、初瀬、筒井、茂木の男女混合５名である。 
事前に各自に行きたい所をあげてもらい、それに沿ってタイムスケジュールを作成した。 
 ３日間かなりハードな計画であったが、皆さん満足して頂けただろうか？ 
５名に旅行記をかいてもらった。提出順に掲載する。５名の書いた笑いあり、涙あり？の

旅行記を一読あれ！ 
 沖縄に来る時には、連絡下さいね。いろいろな企画をたてますよ！ 
 
●茂木雅代 

２月 17 日(金)～いよいよ念願の沖縄へ～７時 45 分羽田発～10 時 35 分那覇着 搭乗

前に長田部長の差し入れのワインを皆で乾杯～！お陰様で飛行中、ぐっすり寝てしま

いました。那覇着後、師範のお出迎えにより合流。車で、先ず初めに「ひめゆりの塔」

に行き手を合わせ、次に「平和祈念公園」=高さ 12 メートルの祈念像の凄さに感動し

ました→昼食にアグーそばを美味しく完食→「ガンガラーの谷」の見学!初めて見る

ガジュマル？の木、鍾乳石の神秘さに自然のパワーを感じました。→「斎場御獄」(世

界遺産)私が行きたかった場所が行程に入っていて嬉しかったです。パワースポット

なんですって〓これでパワーをもらい良い事がありそう！ 

地元のスーパーにより夕飯の買い出し→施設に着きましたが、思ったより風が強く

寒くて玄関先でのバーベキュー〓金野先生がシェフになり美味しいバーベキュー完

成!師範の講師仲間の人達も差し入れ持参で、温かい楽しい時間が過ぎました。 

 

２日目、米軍近くの「タコライス」のお店に行き、初めてタコライス、大きなハン

バーガーを皆で食べて→「金武酒造」、田芋の焼酎のお店、絶品!半年待ちの豆腐よ

うのお店→「ネイチャー未来館」～本島では４種類のマングローブを見ました(離島

には７種類あるそうです)→いよいよ師範のお家！「オレンジハウス」の見学。師範

の私生活を拝見。きちんとされてました？？？ カヌーなどもあり自由人、楽しそう

感がありました→お城の跡を見学、何段あったのか階段を沢山登り、その両側には桜

の木がずぅっと並んでました。２週間前だと咲いていたそうです→ 

「オリオンビール工場」見学。ドライバーの師範には申し訳けなかったのですが出

来立てのビールで乾杯(２杯無料)→「美ら海水族館」へ。ジンベイザメ、マンタの迫

力にびっくり!ジンベイザメのエサを食べるところも見れました→ 

那覇市内のホテルへ→夕飯は雰囲気のイイお店で3000円飲み放題のコース!もずくの

天ぷらや沖縄ならではの料理を食べ、飲みました。国際通りにあるお店→沖縄の音楽、

歌を聞きながら、最後には周りの人達と和になって踊り、人の温かさを感じました→
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ホテルに戻り、また乾杯!最後の沖縄の夜を満喫→ 

 

３日目朝、10 時過ぎに「公設市場」へ。色とりどりの変わった魚を選んで、調理して

もらって二階で食事が出来る。お刺身の船盛、煮付け、あんかけなど新鮮でどれも 

美味しかったたぁ～！商店街でお土産を買い→那覇空港へ。師範と握手をして再会を

約束。 

 

 師範、３日間大変お世話になり、ありがとうございました。  次回は、裏の沖縄を

紹介して下さい。     師範に会えて、長田部長、金野先生、初瀬さん、筒井さん、

皆さんと一緒に行けたからこそ、嬉しく、楽しく、笑いながら過ごせパワーをもらえ

たと思っています。金野先生には、色々と手配して頂き、ありがとうございました。

次回があれば、また参加させて頂きたいと思っています。        

           

皆さん、楽しい思い出をありがとうございました！ 
 
 

●筒井裕子 
                     

 桜の名所「名護城公園」にて 
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 公設市場の魚～おいしかたヨ！！ 
 
沖縄楽しかったです！！  

事前に師範から、観光してみたい場所があれば、、とのことでしたので、リクエストさせていただき

ました。マングローブ、ガジュマル、鍾乳洞、キレイな海。 

きれいな魚（を食べたい）、古酒、そして田芋の焼酎など、場所ではないものまでリクエストしてしま

いました。 

すべてが、自分の頭の中で想い画いたものより、ずーっと良かったです！ 

 

印象的だったのが、、、ガジュマル。 

枝から出ている何本ものつるが伸びて、地面についたら根を張り、そして木となる。もとの木は環

境（日差し）が良くないと朽ちる。つまり、お日さまを求めて『歩く木』だそうです。 

キレイなお魚。以前師範から、『カラフルな お魚は食べられるんだよ、淡白でおいしいよ』と聞いて

いたので、沖縄で必ず食べたいもの１番でした。まさか、市場で食べられるとは！その上、夜光貝

という珍しい貝まで食べられて。美味しかったです！ 

他にも、自分ではリクエストできなかった（あまり多いと、、）所にも連れて行っていただき、食べ

たかったものも食べられたので、うれしかったです。 

それから、ずっと気になっていた、オレンジハウスのオレンジ加減を見ることができて、？が一

つ減り、スッキリしました！ 

 

何より、おいしいものを食べ、おいしいお酒を飲むことを、沖縄で、皆さんと（師範のご友人も）一

緒に、できたことがうれしいです。 

 

師範には、買い出しやいろいろな手配、3 日間の車の運転、そしていろいろな所をご案内してい

ただき、金野先生には、空港までの行き帰りの車から、チケットの手配、長田部長、初瀬さん、茂

木さんには、差し入れや、細やかな気使いをしていただき本当にありがとうございました。 

 

そしてこの旅行に行かれたのも、家族のおかげです。感謝！ 

 



4 
 

4 
 

●長田重一 
２月 17 日(金曜日)〓一日目   

 

金野先生が車で 5時に茂木宅、5時 15 分長田宅、5時 30 分筒井宅、5時 45 分初瀬

宅と寄って迎えに来てくれて羽田空港へ〓  車を駐車場へあづけて〓ANA のカウンタ

ーで搭乗券(7時 45分羽田発)をもらって飛行機へ〓10時 35分 沖縄那覇着 杉山師範

が車でお出迎えに来て下さつて待っておられました〓この車(ワンホックス)後がカ

ヌーや荷物を載せる為に座席を取り外して板の間に直してあつて４人(長田、金野、

筒井、茂木)はその上に手荷物と一緒に腰を下ろして初瀬さんは助手席に。 

 

師範が沖縄の予定表を作ってくれたプリントをいただきいざ出発 〓 平和祈念公

園へ平和祈念堂は七面体のお堂で広々とした堂内の中央に高さ 12 メートルの大きな

平和祈念像が安置されていました。 その後 20 分ぐらい走った所にひめゆりの搭の洞

窟を見てから昼ご飯へ〓 アグーそばを食べた後〓 玉泉洞文化村の中のガンガラの

谷へ〓 大きな洞窟に集まってツアーの案内人と森と森の谷間に小川が流れ耳を傾け

てみるとせせらぎの音が聞こえてくるような沈黙の世界〓森の中の歩道を１キロほ

ど歩くと鐘乳洞、上からツララみたいにたれ下がった物は珊瑚礁で出来ているそうで

す。カンテラで照らしてまわる暗い鐘乳洞には男性のシンボルににた鐘乳石〓武芸洞

は港川人という人類の祖先の居住跡の発掘がおこなわれている洞窟、自然豊かな森と

洞窟の中を、専門ガイドと一緒に歩く約１時間 20 分のツアーでした。 〓 最後は斉

場御嶽(せーふぁうたき)。 ここは琉球王国の最高の聖地 。御嶽丘の中には六っの神

域がありす これらを拝んで沖縄のパワーをいただきました！〓   

 

今日の予定は終了、宿泊する金武(きん)町へ、高速道路の那覇 IC まで渋滞に巻き

込まれて７時頃にやつと高速に乗り金武 IC を下りたのが８時頃で、今晩のバーベキ

ューの食材をスーパーに買い求めに行きました。このスーパー中は広々としていて、

値段が東京より安く食材と飲み物を仕入れて金武町研修施設(バンガロー)に着いた

のがかなり遅くなりました。 

 

バンガローは５棟ぐらいで、２号が男性３人３号が女性３人。〓椅子が足りないの

で３号からソーフアを持ち込ん席を作って用意万端。〓 風が強くて外て゛バーベキ

ューができなくてバンガローの室内の台所の前で火をおこして金野先生１人(お疲れ

様)で焼き上げてくれました。〓 

師範のお友達３人もやって来て９人で宴会が始まり楽しい飲み会で遅くまで飲ん

でました。〓     
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２月 18 日(土曜日) 〓  ２日目         

    

夕べのかたずけをしてから師範の勤める学校へ。校舎の中を見学して立派なのには

驚きました。大学並みの施設特にトレーニングルームの立派さには驚きました、広々

とした 校舎〓 師範がここで教鞭をとつていると思うと又違う師範を誇りに思いま

す。 〓        

 

元祖 タコライス、米軍 

キヤンプ前のこのお店のタコライスはジヤンボでハンバーガーもジヤンボで二人で

ないと食べきれない量でびっくりしました、お腹がパンパンになったところで〓 マ

ングローブを見に。 

 

川の両側の緑の森がマングローブの森で、その向こうに沖縄の綺麗な海が見えま

す。カヌーを漕いで海の方に行たら気持ちいいだろなと、西表島でのことを思いだし

ました。〓 

 

オレンジハウス、師範の家は外壁がオレンジ色の平屋建てで、外にカヌーが置いて

ありました。中は師範の生活をかいま見た感じがしました。〓        

 

名護城跡  丘の上にある山城と言うことでいさんで行きましたが、石段が 800～

900 段あってくたびれました。頂上に城跡しかなく丘そのものが城で見晴らしが良く、

まわりの山々が一望できました。帰りの下り階段 800～ 900 段の途中に沖縄の桜がま

だ残っていました。赤色の花びらでした、下りは楽だけど足がガクガクで痛くなりこ

の後が大変でした〓 

 

２時に予約したオリオンビール工場見学へ。土曜日で機械は動いてはいませんでし

たが案内人の説明を聞いて、一回りした後ビールの試飲に喉が渇いていたので美味し

く２杯いただきました〓   

 

美ら海(ちゆらうみ)水族館〓ここは私の来たかった所です。 

海と空と花に囲まれた４階建ての立派な水族館。〓館内は人であふれていて、中でも

黒潮の海は１階から３階までぶち抜きの広々とした水槽の中に無数の小魚(約70種類

16000 点)が群れを成して泳いでいる中、大きなエイとサメが悠然と泳いでいて、中で

もジンベイサメ(14 メートル)のエサを食べるさまは雄大でした。立泳ぎで大きな口を

あけ海水と一緒に小さなエサを飲みこむ様(自分まで吸い込まれそうです)は、迫力満

点で感動しました。〓  
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今日の予定はこれで終了、高速に乗り一路那覇へ帰り今晩泊まる沖縄オリエンタル

ホテルに７時半頃到着。〓荷物を置いて近くの居酒屋に入って沖縄料理と泡盛を軽く

飲んで、その後国際通りへ。ここは沖縄の大繁華街で、通りの両側はお土産屋、郷土

料理屋、レストラン、民芸品店、飲み物屋、などあらゆる店が入ったビルが立並び、

観光客がにぎやかに行き交っていて、東京の浅草となんら変わらぬ所です。 

 

沖縄の古典舞踊のお店が入っているビルの４階に行ったら、今日は貸切で残念なが

ら入れず、戻る途中三線の音色が２階から流れるビルに入りました。 

民謡居酒屋上原正吉の店。中は熱気でムンムンステージ前に陣取った男性たちが盛

り上がっていていました。ステージには５人並んで三線とタイコで島歌や民謡を歌

い、それを聞いてビールや泡盛を飲みながら一緒に歌って盛り上がり、最後に三線の

音にあわせてお姉さんの後について踊り存分楽しんでお開きにしました。〓  

ホテルに帰ってからワインを軽く飲んでから床につきました。〓       

 

２月 19 日(日曜日)  〓  三日目    

    

朝 風呂に入り、９時 30 分頃ホテルから牧志公設市場へ。 

色鮮やかな魚が並ぶ鮮魚店や豚肉が山積みの精肉店等が軒を連ねています。〓 

貝を買つたその場で刺身にしてくれて２階で料理と飲み物(ビール)を頼み、最高の刺

身と料理にビールが美味しかったです。さすが沖縄の料理、帰ってしまうのが残念で

す〓     

 

師範との沖縄の旅行もいよいよ最後になってしまい、那覇空港へ。 

出発入口へ車を横付けて荷物を下ろして師範といよいよお別れです。師範三日間、車

の運転有難う御座いました。叉お疲れさまでございました。〓 

 

12 時 45 分那覇発〓15 時定時刻に羽田に着きました。 

金野先生の車で帰りも、初瀬、筒井、長田、の順に家まで送ってくれて有難う御座い

ました。叉お疲れさまでした〓４時半頃には家に帰ってこれました。長いようで短い

三日間でした。皆さん本当に有難う御座いました叉お疲れさまでした。 

 

今度は海へ潜りに行きたいと思っております。 
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国際通り「上原正吉の店」        「美ら海水族館」 

 ｢オレンジハウス｣ 

 

  「平和の記念像」 
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●初瀬久美子 
羽田 AM7:45 機上の人となる、空林会一行沖縄へ出発。今日は曇り眼下に見えるのは雲ば

かり。AM10:35 那覇着、師範のお出迎え久しぶりの再会、皆感涙の涙！！ 

 

師範のワゴンで(日雇い労働者風に乗り込んで)一路観光へ、平和祈念公園やガンガラー

の谷を見学。アンジェラアキ似のお姉さんのガイドで湊川人(空林会にも似た人いそう)、

ガジュマルの木、大谷渡りとゆう植物、巨大鍾乳洞の巨大鍾乳石(なんかさわると御利益が

あるらしい)、見所面白さ興味そしてスリル満載のガンガラーでした。そして世界遺産の聖

地斎場御嶽のパワースポットでパワーを頂き元気になりました。そして一路 BBQ をする素

敵なバンガローに到着。私不覚にも車酔いしダウン BBQ に参加出来ず、しかし終了間近復

活、4人のお客人にもお会い出来、無事一日目終了。 

 

朝二日酔いも無く？起床。朝は超豪華残り物入り焼きそばを食べ。念入りに掃除をし、

元気に出発。ワゴンにゆられ何処へか。日米国旗のある飲食街でタコライス発祥の店、少

し早い昼食を食べ日雇い労働者風車に一路何処へか、ネイチャー未来館に到着。 

沖縄民族舞踊太鼓そしてドクターフィッシュの足湯セラピーでリフレッシュ、超感じや

すい若干一名 Tさんがリタイア。そしてオレンジハウス見学、物置にカヌー庭にはバラ、

超豪華邸です。 

 

そして金武酒造、私は龍茶を買った(いろいろ入って体に良さそう)。ここは田芋の焼酎

がいいそうだ、今度買いたい。 オリオンビール見学ビールはお代わり券付きで飲み放題で

はなかった、タダの一杯が美味しかった！。そして美ら海水族館素晴らしかった。 

 

その夜はオリエンタルホテル宿泊、国際通りや沖縄の歌と踊りを満喫、みんなで踊って

楽しかったなあ。恒例の飲み会の後お休みなさーい。 

 

いよいよ最終日。朝は市場でお買い物と Tさん願望、青や黄色の綺麗な魚のさしみや超

豪華料理をたらふく食べて乾杯！那覇空港へ師範と涙の別れを惜しみ PM12:45 機上の人と

なり東京へ。 

 

総括、いつも師範に車の運転をして頂きありがとうございました。そしてわがまま一行

の希望を叶えて頂きスケジュールを作ったり本当にありがとうございました。普段無口な

のに(これは嘘)みんなの為にパフォーマンスをやったりオヤジギャグを連発したりの K先

生 いるだけで癒され楽しい O先生、仲良くしてくれた M さん Tさんありがとうございまし

た。 

又行きたいね。 
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●金野 健 
この旅行記を書くにあたり、杉山師範への御礼と感謝の気持ちを捧げます。 

今回の沖縄旅行は予想通り、いや予想以上に楽しかったです。 
自分にとって一言で言えば「楽し過ぎた」と言う感じですが、一言でなんかは言い表せ

ない程、素敵で素晴らしい旅行でした。 
それもそのはず、師範がこの旅行をみんなに満喫してもらう為、下準備・下調べ・いろ

んな企画を考えて頂いてくれてからこそなんです。 
まさにこれが完璧と言わんばかりの企画ばかりで、みんなが満喫できた事は言うまでもあ

りません。 
 
しいて言わせて頂けるのであれば、師範の愛車「レジアス」の後部座席のシートが全て

取り外されて板張りになっており、移動中のお尻の痛いの痛くないのって後ろに乗った人

にしか分かりません。（笑） 
あまり旅行の事前打ち合わせもなく師範よりメールで、「みなさんの行きたい場所を教えて

下さい」との事。そのまま長田さん・初瀬さん・茂木さん・筒井さんへ送り、各自調べた

り思いついたりと、その「行きたい場所」を師範へ丸投げ、後はぶっつけ本番となりまし

た。 
 
2 月 17 日（金）7：45 羽田発  10：35 那覇着 
無事沖縄本島に到着し、師範が到着ゲートより笑顔でお出迎えしてくれました。 

東京で見る師範の顔と沖縄で見る師範の顔がどことなく違っていて、もうすっかり沖縄人

（うちなーんちゅ）一色に染まってました。 
それはそう西表に移住して更に今は本島、もう沖縄生活も丸 5 年にもなるんですね。 

それでもいつも通り空林会の杉山師範で、暖かい沖縄に住んでるせいなのか、より一層暖

かく感じられました。 
 
沖縄滞在時、師範に連れて行って頂いた場所は、ひめゆりの塔・平和祈念公園・ガンガ

ラーの谷・斎場御獄・琉球リハビリテーション学院・タコライス店・金武酒造・ネイチャ

ー未来館・オレンジハウス・名護城公園・オリオンビール工場・美ら海水族館・上原正吉

のお店・公設市場等々・・・。 
食事は、アグーそば・バーベキュー・タコライス・那覇市居酒屋・公設市場 2F 食堂等で、 

またまたとっても美味しかったです。（まいう～） 
全ての場所に感動し、いろんな場面での思い出が沢山残りました。 

 
その中でも「上原正吉のお店 ～ナークニー～」には心動かされしました。 

島唄ライブのお店は初体験で、唄あり・踊りあり・かちゃーしーありと、泡盛を飲みなが
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らお店に来ている見ず知らずのお客さんと一緒に、お店の中を踊り周るのです。 
観光客？で来店していた若い男性のグループの超～盛り上がりに、若い人達のパワーを感

じました。（若いってイイなぁ～） 
 
【かちゃーしー】 掻き混ぜるという意味で、沖縄の手踊り、または三線の早弾きの曲もいう。祭りや結

婚式など祝い事の最後に、参加者全員でカチャーシーを踊り、皆で喜びを分かち合う。 

 
ちなみにこの旅行記を読んで沖縄へ行く機会がある人は、是非この「上原正吉のお店～

ナークニー」へ足を運んではいかがですか？ とっても楽しいと思いますよ。 
※ 特に「上原正吉のお店～ナークニー」のまわし者ではありません。 

 
なんかかんか言って沖縄での最高の夜を満喫できました！ 
 
2 月 19 日（日）12：45 那覇発 15：00 羽田着 
出発ロビーにて師範とのお別れの握手。 

肉厚でシッカリとした手には、優しさと暖かさと安心がありました。 
お別れと言ってもこの 5 日後には南千住「やすべえ」で、反省会をしながら飲むんだよな

ぁ～。（笑） 
 
自分にとってこの 3 日間（滞在時間 50 時間 10 分）は忘れられない思い出となって、 

とても満喫できた時間・充実した時間となったかな。一生忘れる事はないでしょう。 
なにより自分が大好きな仲間と素敵な場所で素晴らしい時間を過ごせたのが 1 番です！ 

 
最後になりますが、杉山師範には言葉で言い尽くせない程感謝しており、また 3 日間は 

ホントお世話になりました。 
 

運転お疲れ様でした、ありがとうございました！！ 
 


