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あなたにそして自分にも 

 

頑張ってる自分にも

ごほうびかな♪ 

6月 24日に沖縄研修旅行に行く事になりました。 

沖縄の石垣市の㈲うえざと木工様と会えるのを

ものすごく楽しみにしている武田英昭です。 

ちょうど二年前の六月に㈲うえざと木工様より

「三ヵ月位前から㈱タケダさんのホームページ

がずっと気になっていたんですよ」と電話を頂

いたのがきっかけで、それからずっとお付き合

いさせて頂いています。 

㈲うえざと木工様とお付き合いさせてもらえる

ようになってから、私のインターネットへの思い

は更に強くなり邁進するようになりました。 

お付き合いが始まってから、㈲うえざと木工様の

東上里専務様といろいろ話をさせてもらいながら

東上里専務様の金物に対する勉強熱心さにただた

だ、驚きました。 

石垣市はリゾート地だそうで外資系のホテル等が

建築され金物もかなり吟味されています。 

こちらではあまり注文をもらった事のないような

金物を注文頂ける度に、金物に対する考え方自体

全く違っているように思いました。 

当日は宿泊するホテルから朝五時半前に出発して

レンタカーで沖縄の高速道路を一時間半位、南進

して沖縄南端の那覇空港に行き、朝一番の飛行機

で石垣島まで行き、㈲うえざと木工様と三時間位

お会いしてくる予定です。 

 石垣島は沖縄の那覇より４１１キロ離れてい

て、台湾からは２７７キロの位置にあります。 

沖縄より台湾に近い島で、こんな遠くの㈲うえ

ざと木工様から沢山の注文を頂いています。 

日本の地図を見て改めて山形市と石垣市の距離

の遠さを感じ、今更㈲うえざと木工様に感謝の

気持ちが湧いて来て、溜まらなく、うれしい気

持ちになりました。 

電話で㈲うえざと木工様に飛行機の時間をお知

らせしたら、「武田さん、こっちはあっついよ～」

と言われました。 

やっぱり、あっついんでしょうね～。(^O^)／ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 七月と言えば真夏に突入ですね。 

今年の夏は節電が大きな課題になっていますね。 

クーラーの設定温度も今までより高目にして、 

暑さにチャレンジの月になりそうですね。 

「暑い、暑い」と言っても涼しくなる訳じゃない

けど、ついつい口から出てしまいますねぇ。 

どこまで我慢出来るか、今年は何とか耐えるしか

ないようですね。 

脱水症状などにならない様にまめに水分を補給し

て下さいね。        武田英昭                                                                                                                             

石垣島の 

㈲うえざと木工

様に会いに 

行ってきます。 
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一生忘れられない喜び

㈲うえざと木工様と 

会えました♪  

 石垣島の㈲うえざと木工様にお会い出来る絶

好の機会に台風５号が発生していて、なんと私が

お伺いする予定の６月２５日に石垣島は台風５

号のど真ん中になる予定との事でした。 

山形を出発する時、東上里専務様から電話が来て、

「武田さん、残念だけど今回は飛行機が欠航にな

ると思うから、今の内にキャンセルした方がいい

かもしれませんよ」との事でした。 

パソコンで調べても大型の台風５号は、私の予

定を知っているかのように、意地悪く日付と場

所を石垣島に合わせているようでした。 

私は台風５号が進路を変える可能性を信じて、最

悪の場合、航空券が駄目になっても仕方がないと

腹をくくり最後まであきらめない事にしました。 

 沖縄に着いて、㈲うえざと木工様に会いに行く

前日の２４日でも、台風５号は予定通りの進路を

とり石垣島に向かって進んでいました。 

夕方５時頃沖縄のホテルに着いて、明日ホテルか

ら那覇空港まで往復する為のレンタカーを借り

ました。 

明日の朝５時前に起床して、沖縄高速道路を南進

する予定なので早く寝ようと思いましたが、大型

の台風５号が近付いているので、すごい暴風雨で

一晩中寝付かれないまま、とうとう朝になってし

まいました。 

朝、まだ暴風雨の中、急いでレンタカーに乗り、

沖縄高速道路の一番北から一番南の那覇空港め

ざして運転して行きました。 

途中の高速道路は、横風と雨が相変わらず強く

橋の上あたりではハンドルをしっかり握って

いても車ごと飛ばされそうに大きく横に振ら

れました。 

それでも、那覇空港に着く頃には、だいぶ風も弱

くなり雨も小降りなって来ました。 

レンタカーを駐車場に置き、急いで航空会社のカ

ウンターへ行って、７時５０分発の石垣島への始

発便が予定通り飛べるのか確認に行きました。 

そしたらなんと、予定通りに飛ぶとの事でした。 

私は思わず、その場で「お～、やった～」と声を

あげてしまいました。 

ほとんど、あきらめかけていたのですが、台風の

北上するスピードが早くなり、何とか飛行機が離

陸出来る状況になっているようでした。 

まさに奇跡としか言いようがありません。 

殆ど「だめもと」で那覇空港まで来たのですが、

欠航しないで予定通り運航するとの事でした。                                                                                                                               

よく、これ

ましたね♪ 

ハイポーズ 
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武田英昭まで是非ともお願いします。 
どんな事でもいいで～す。 

 

待ってま～す。 

㈲うえざと木工様の 

職人さん皆さんと握手

して来ました。 

 那覇空港の出発便の搭乗案内では、 

「飛行中はシートベルトを外せないので、トイレ

は済ませてから搭乗して下さい」 

とのアナウンスをしていました。 

離陸する時も、 

「上空にまだ積乱雲があるので離陸まで１０分

位待って下さい。飛行途中は揺れますが安全には

何の心配もいりませんのでご安心して下さい」 

と機長より機内アナウンスがありました。 

私は窓側の席だったので、窓の外を見たら、又ど

しゃぶりの雨になっていてまわりは何も見えな

い程でした。 

本当にこんな状態でも離陸するのかと、飛べる喜

びと同時にかなりヒヤヒヤものでした。 

それでも１０分位したら離陸が始まり、どしゃぶ

りの雨の中、雨雲の中に突入して行きました。 

そんな厳しい状況の中で飛び立ったのですが、石

垣島の上空に来た頃には晴れ間も見え始め、着陸

した石垣島は風はまだあるものの、雨も上がり台

風が通り過ぎた後のようでした。 

飛行機から降りて、わくわくしながら出口に歩

いて行ったら、東上里専務様が迎えに来てくれ

ていました。 

東上里専務様が「本当にこれたんですね～」と 

声をかけられ、私も「ええ、これました～」と 

思わずがっちり握手を交わしました。 

東上里専務様との握手は私の最高の感激の瞬

間でした。 

殆ど、あきらめかけていた東上里専務様と目の前

で本当に会っているのです。 

それから東上里専務様に会社に連れて行って頂

き、㈲うえざと木工様の皆様、一人一人とがっち

り握手させて頂きました。 

工場の中は実にきれいに片付いていて、東上里専

務様の思いがそのまま伝わるような気持ちのい

い工場でした。 

東上里専務様の奥様と４人の御子さんも駆けつ

けてこられたので、お母さんと子供達の写真も撮

らせてもらいました。 

なんと、４人の子供の他にまだ２ヵ月の女の子も

いるそうです。 

石垣市では子供が３人位は当たり前だそうです。 

なんか、 

ゆったり

とした土

地柄が子

育てしや

すい環境

を作って

いるよう

に感じま

した。                                                                                                                             

僕もお兄ちゃん

なんだよ♪ 

俺たちも

ですか 
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武田英昭までお願いします。 
どんな事でもいいで～す。 
是非ともおねがいしま～す。 
 

待ってま～す。 

東上里専務様の 

案内で観光を満喫  

 それから、とんぼ帰りで私が帰る為、せっかく

石垣島までこれたんだからと東上里専務様に川

平湾に連れて行ってもらいました。 

「台風の後なので、こんな色ですが普段は本当に

きれいな色なんですよ」と説明して頂きました。 

台風の後でもコバルトブルーの色をしているの

に台風が来なかったら本当にきれいな色だった

んだろうと思いました。 

「向こうにブイが浮いているでしょう。あそこで

琉球真珠を養殖しているんですよ」と教えて頂き

ました。 

日本の市場の９９％は海外産の物なので国産の

琉球真珠はとても貴重な真珠だそうです。 

中でもこの川平湾で養殖されている黒蝶真珠は

サイパンに技術指導に行く程、質のいい真珠のよ

うでした。 

その後、「武田さんは何がお好きですか」と東上

里専務様に聞かれたので、「私はそばがいいです

ね」と答えました。 

それで、東上里専務様のなじみの店に連れて行っ

てもらい、一緒に八重山そばを頂きました。 

私は八重山そばの大盛りを頼みました。山形のそ

ばとは又違った固めのうどんのようなそばで、と

ても美味しく汁も全部飲みほしてしまいました。 

 仕事をしていて、こんな喜びを感じた事はあ

りません。 

この素晴らしい一日をしっかり頭に刻み込ん

で今後の私の励みにさせて頂きます。 

東上里専務様、東上里社長様、東上里専務様の

お姉様、東上里専務様の奥様と子供達、そして

職人の皆様、本当にありがとうございました。 

皆様とお会いできて本当にうれしかったです。 

私にとって一生忘れられない最高の一日でし

た。 

本当にありがとうございました。 

 

 

                                                                                          

まだ、風が 

ありますね

～ 

この店は 

結構観光客

も来るんで

すよ♪ 

編集後記 
今月号は㈲うえざと木工様の特集になりまし

た。 
台風の中何とかお会い出来たので、ついつい 
その様子を御報告したくて日記のようになりま

した。 
今月号だけ特別４ページになります。 

 武田英昭 




