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　2013年３月に、台湾東部のタロコ渓谷から標
高3,275m の武嶺（ウーリン）まで自転車で目指
したことがある。世界一過酷なヒルクライムレー
スのルートを小さな折りたたみ自転車で上ってし
まおうと思ったのだ。

　タロコ渓谷は、直立する岩壁に両脇を挟まれた

渓谷である。天祥を過ぎると、横貫道路は高度
を上げていく。斜度はおよそ６％くらいだろうか。

思った以上にきつい。速度は時速８キロ。目的地
の武嶺までは65キロ。途中に街はない。売店もな
い。延々と上り坂が続く。

　行く手には、立ちふさがるように山が現れ、そ
れをかすめるように、くねくねとした道を上る。

漕いでも漕いでもカーブが終わらない、坂が終わ
らない。ずっと上りっぱなしだ。まるで無間地獄
に落ちたよう気分だ。苦しい。こんなに坂が続くと、

己の無力さを痛感し、なぜこんな馬鹿なことにチャ
レンジしようとしているのか自問自答を始める。

　でも、始めたからには止めたくない。こんな坂
に負けてたまるかと歯を食いしばりながらペダ
ルを回す。漕ぐのを止めなければいつか到着する。
そう信じてひたすら漕ぐ。

　しばらくすると、霧の中に突入する。中は霧雨
の状態で、濡れてしまう。霧の正体は雲なのだ。

ときどき、霧の切れ間からかなり下のほうに空や

谷底が見えてくる。

　先の方を見ると、霧が意思をもった生き物のよ
うに山肌にあたり、ゆっくりと動いている。

　水墨画の世界が広がる。幻想的だ。横貫道路は、

舗装はされているもののかなり厳しい山岳道路な
ので、ほとんど車は走っていない。聞こえてくる
のは、タイヤが濡れた路面に接しながら発するし
めった音、チェーンの音、谷間を流れる風が木々
の葉をゆらす音、鳥たちのさえずり。なんともい
えない美しい時間である。

　自転車にトラブルがあり、修理をしたので１時
間くらいロスをしてしまった。目指す武嶺までの

距離を計算した。到着時間が遅れると、帰りが危
険になる。路面が濡れた下り坂を夜に下るのは危
険すぎる。午後４時をタイムリミットにして、そ
こで引き返そうと決めた。

　午後４時までには武嶺にはたどり着けなかった。

救国団観雲山荘の入口までがやっとだった。走行
距離は約55キロ、到達した標高は約2500メートル。

残念だが、あと10キロちょっとを残して引き返した。

　ゴールできなかったのは悔しいが、武嶺への
チャレンジは私の自転車人生においてとてもよい

思い出だ。



　本来は３月10日が

私のイニシエーション

スピーチ担当日でした

が新型コロナウイルス

感染拡大に伴い３月よ

り例会が休会となって

しまいました。因みに

３月10日の新型コロ

ナウイルス感染者数は東京都4	名（累計68名）、

茨城県は０（県内最初の感染者3/17の１名）

でした。四苦八苦している現在8/23は東京212

名（累計19,124	名）、茨城県５名の感染者数と

なっており、世の中、少なくとも３月からの約

半年間で何もかもが様変わりしてしまいました。

　私は、1964年東京オリンピック開催の年に、

猿島郡境町にお茶屋の次男坊として生まれまし

た。スポーツは小学低学年より剣道漬けの学生

時代でした。1990年に現勤務先である SMBC

日興証券に入社となり、転勤を重ね昨年地元に

戻ってまいりました。

　今回は３年間勤務した沖縄での勉強になった

こと、脳裏に焼き付いているものなどをいくつ

かピックアップしご紹介させていただきます。

　2015年４月～2018年３月までの約３年間は、

沖縄の那覇支店長として勤務、沖縄の文化、県

民性等様々なことを体験し学ばせていただきま

した。

　沖縄の初日は、那覇空港に到着するや否や、

お客様への挨拶と並行で、那覇西ＲＣの例会参

加でした。那覇西ＲＣは第2580地区に所属、会

員数は60名程度。ロータリーとは何ぞや、バギ

オ？卓話？ニコニコＢＯＸ？初めて耳にする言

語ばかりでしたが例会参加を重ね、ロータリア

ンの意義、地元の方々との接し方、地元諸先輩

会員の方々の丁寧なご指導もあり、ロータリア

ンとしての自覚と地域を代表する会社の人間と

しての自覚向上等々、これまでの会社人生とは

違った人間形成ができたこと感謝しております。

　正月放送の「第27回イチャリバチョーデー

JAL	琉球民謡大会」本州から転勤できた支店

長たちの琉球民謡を披露する番組に出場し準優

勝を頂きました。日本航空がスポンサーとなっ

ており、地元では正月のメイン番組（高視聴率）

の様です。その大会の準備で地元の三線教室に

半年間お世話になり、地元の方々の優しさや思

いやり、気さくさ、家族愛というものを肌で感

じ、学ばせていただくことができました。

　沖縄には「ウェルカムんちゅ」という造語が

あり、国内外旅行者にも優しく接する、生活も

観光業界で成り立っている面も多い為なので

しょう。

　沖縄県の産業構造をご紹介しますと、第一次

産業１％（農業、漁業）、第二次15％（製造業

等）、第三次84％（観光、商業等）、第二次の

ウエイトが全国比で低く（製造業は全国20％

に対し沖縄県4.5％でその差異は極めて大きい）、

第三次のウエイトが高いことが特徴です。因み

に茨城県では第一次２％、第二次36％、第三

次62％。そんな沖縄も、今は新型コロナ感染

者が人口100	万人あたりに新規陽性143.8人で

全国最多、医療機関の逼迫状態となっているの

はご存知の通りです。8/28現在で茨城県18.53	

人、東京都107人。沖縄では旧盆にかけ緊急事

態宣言延長されている状況ですが、感染者や濃

厚接触者の方々に対しては誹謗中傷的な噂は聞

こえてこないようです。

　19世紀まで琉球王国というひとつの国家だっ

た沖縄県は、その後幾多の混乱を乗り越え、太

平洋戦争後の1972年に日本に返還されるまでは

アメリカが統治し、歴史的にも激動の道を歩ん

だ沖縄ですが、直近では昨年の首里城消失があ

りました。だからこそ、沖縄県民の郷土愛は強

く、且つ南国らしく人々の性格は明るく大らか

なのが特徴でしょうか。一族間の連帯意識は非

常に強く、他県を「本土」と呼ぶように警戒心

は強くても、決して排他的ではないと思います。

　沖縄は島国、今の日本（沖縄県民からすると

本土）も島国、私が沖縄で生活した３年間感じ

たことの一つに、昨今話題となっている SNS	

等の「誹謗中傷」や「あおり運転」、そして人

間の弱点を突いてきたとも言える「新型コロナ

感染拡大問題」等々、我々「本土」国民も沖縄

の拡張図となってほしいと願いつつ、沖縄が本

土の縮図とならぬことも願うばかりです。

【卓　話】 沖縄と本島と水戸 本島　康雄	会員（証券業）



◇ ビジター紹介

水戸西ＲＣ　塙　主税	会員

◇ ゲスト紹介

米山奨学生　全　　昶俊さん

◇ 新会員紹介

◦長野　公秀（情報通信）S41.12.23生

　東日本電信電話㈱千葉事業部　茨城支店

　支店長

　この度は歴史と伝統ある水

戸ロータリークラブに入会さ

せていただきありがとうござ

います。私は群馬県の出身で

はありますが大学時代は水戸

におり、生活をしていました。

　また以前こちらにいました清水健一郎支店長

時代には企画部長として勤務していました。水

戸での生活は今回で３回目となります。現在で

は妻をはじめ親戚も茨城の方が多くなりました。

　この茨城で精いっぱい頑張りたいと思います

ので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

（推薦者　豊﨑（繁）会員・内藤会員）

◇ 会長の時間

　皆さん、こんにちは。NTT の長野さん、ご

入会おめでとうございます。心より歓迎申し上

げます。先日８月30日に地区の第１回会長幹

事会がつくば国際会議場で開催され、私たちは

zoom で参加いたしました。地区の活動がコロ

ナ禍で制限される中、工夫して乗り越えていこ

うという前向きな会議でした。さて先週素晴ら

しい卓話をいただいた守谷高校北澤先生の後日

談です。私からのお礼メールにこう書きました。

先生の話を聞き思い出した言葉があります。江

戸時代の白隠禅師に『君看よ双眼の色　語らざ

れば憂いなきに似たり』と。以下北澤先生から

の返事です。「そのお言葉を聞いて、ふと、思

い出したことがあります。（障害を持つ）妹の

眼をまっすぐに見れるかどうか、自分の心に問

うようにしていました。まっすぐに見れないと

きは、自分の心の中に迷いが見透かされている

ような気がして。話すこともままならない妹で

すが、いつも見ているよ、しっかり生きろよー！

と言われている感じがしていました。眼は心の

鏡、姿勢や背中は生き方を語ると妹から教わ

りました。」完膚なきまでに参りました。さて、

今月は『基本的教育と識字率向上月間並びに

ロータリーの友月間』です。会長になって急に

読みだした「ロータリーの友」は今、私のロー

タリー学校となっています。北島会員に友のお

供新聞を毎号作成いただいてます。これを参考

に興味のある記事から読んでいただければ幸い

です。最後に、毎週しつこくてすみません。会

員拡大のため男女問わず情報を山口会員増強委

員長までお知らせください。本日例会前に開催

されました定例理事会にて５名の新会員候補者

を承認いたしました。私はこんな素晴らしい水

戸ロータリークラブの仲間を一人でも多く増や

したいと心から願っています。前期に集中して

拡大できればと思います。ご協力よろしくお願

いいたします。

◇ 出席報告

後藤委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

111名 77名 34名 74.04%

前　週訂正出席率　72.55%

前々週訂正出席率　77.67%

◇メークアップ

8/24		ワールド大阪ＲＥＣ　山﨑晋一郎

8/28		水戸南ＲＣ　横須賀満夫

8/30		地区会長幹事会

　　　　井上　壽博　内藤　　学　香嶋　　貴

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

内藤会員……長野公秀さんご入会おめでとうご

ざいます。

香嶋会員……今月も宜しくお願い致します。

篠﨑会員……友人の代表取締役就任を祝って。

寺門会員……祭りも花火も無い淋しかった夏を

９月第１例会 司会　浪川委員例 会 報 告



惜しんで。

小宅会員……8/30に開催されたゴルフ同好会

で優勝させて頂きました。ご同伴頂いたメン

バー、キャディさん及び普段は障害であるは

ずの松の木にも何度も助けて頂き、まぐれで

はありましたが楽しい一日となりました。あ

りがとうございました。　　　　　　(web)

井上会員……誕生日を迎えましたので。

牧会員……本人バースデー月。

二川会員……誕生日のお祝いありがとうござい

ます。

照沼会員……おめでとう、ありがとう！

和田（幾）・佐藤・石川（二）・大崎会員……誕生

祝いありがとうございます。

石島会員……家内の誕生月のため。

松井会員……妻の誕生祝いありがとうございま

した。

本日の合計 15件 80,000円

◇ 財団ＢＯＸ

（8/31扱）

神尾　友勝会員……財団の友献金

（第５回）　　　＄100	 10,500円　

	 （累計　＄500）

この計 １件 10,500円

（9/1扱）

荻原　　武会員……財団の友献金

（第４回）　　　＄100	 10,600円　

	 （累計　＄3,400）

照沼　重輝会員……財団の友献金

（第１回）　　　＄100	 10,600円　

	 （累計　＄2,100）

二川　泰久会員……財団の友献金

（第４回）　　　＄100	 10,600円　

	 （累計　＄1,400）

吉原　清寿会員……財団の友献金

（第10回）　　　＄100	 10,600円　

	 （累計　＄1,000）

この計 ４件 42,400円

◇ 米山ＢＯＸ

（8/31扱）

神尾　友勝会員……米山功労者献金（第２回）

　　　　　　10,000円	 （累計　120,000円）

この計 １件 10,000円

（9/1扱）

香嶋　　貴会員……米山功労者献金（第１回）

　　　　　　10,000円	 （累計　210,000円）

谷川　好一会員……米山功労者献金（第９回）

　　　　　　10,000円　	（累計　190,000円）

この計 ２件 20,000円

例　会　予　告

９月１５日（火）
	 於　ホテル	テラスザガーデン	水戸
―イニシエーションスピーチ―
卓話「スポーツとくすり」

山西　　裕	会員

９月２２日（火）
―祝日に付き休会―

９月２９日（火）
	 於　ホテル	テラスザガーデン	水戸
―イニシエーションスピーチ―
卓話「生い立ちと今に至った経緯」

額賀　正博	会員

週報担当　白田　礼治	委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……

　自民党の総裁選とかけて

　高いところから郵便局の工事を仕切る

現場監督、とときます。そのこころは

　ニカイ（二階）からポストを指示して

います。

●今週のなぞかけ。●


