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石垣島白保にて生まれ育つ。
沖縄の伝統楽器「三線」と、新しい和楽器「一五一会」を弾き語る。
島、人、酒、言葉、喜び、哀しみ。日頃のふとした事柄をテーマにして故郷・石垣と憧れの街・東京を歌う。
ソロ活動を続ける傍ら BEGIN を始め、夏川りみ 南こうせつ等のライブサポートやレコーディングに参加し
た経験を持つ。
また音楽以外では役者の世界へも挑戦中。
ドラマ「N のために」では民宿のオジー役。NHK FM シアター「海路」では沖縄料理屋の店主役。
BuzzFestTheater 舞台公演『光と影からの恵み』では、三線弾きの中年客を演じた。
並行して、舞台やテレビ、映画での三線指導と、自身では 一五一会教室も開講している。

オキナワをもうちょっと知りたくなる フリーペーパー

© 小倉英三郎(オリエンタルホビー)

龍譚池からみた焼失していく首里城の火炎はまさに龍が暴れるかのようである。

チュの魂がやどる首里城の姿に戻ること願

里城は古道歩きの原点だ︒再びウチナーン

琉球王朝の宿道の起点となっていた首

ことは協力していこうと考えている︒

向けて頑張っていただきたい︒僕もできる

いるだろうからできるだけ早期の再建に

必要になるが︑今回は前の資料も残されて

再建︑復元にはまた膨大な時間と労力が

蔵品は救われたとの報道があった︒

ていたが幸いにも耐火倉庫に入っていた収

遺物など貴重なものがたくさん収蔵され

また首里城には琉球王朝時代の資料や

からに違いない︒

ュの心に首里城の存在が大きなものだった

け時間をかけて再現したのはウチナーンチ

かかり︑
ようやく今年の春に完了︒
それだ
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真を掲載してみなさんと首里城への想いを

って︑思い出となってしまった首里城の写

淑順門方向から正殿裏側を眺める。粛順門は御内原への表門。

フォトグラファー

緊急特別寄稿﹁首里城を想う︒﹂ 富山義則

予定していた第九回﹁琉球古道を歩く﹂
沖縄市周辺は次号に繰り越しますのでご
了承ください︒
月１日の早朝︑
テレビには燃え上がる

ら始まった復元作業は数 年もの時間が

いている︒数少ない資料を集めるところか

復帰記念事業として再建が始まったと聞

焼け落ちた首里城は1972年の本土

ない︒

ンチュの誇りでもあったことは想像に難く

正時代に国宝に指定されていて︑
ウチナー

している︒先の戦争で焼かれた首里城は大

故に焼け落ちるたびに時の権力者が再建

ている首里城は政治と経済の中心だった︒

琉球王朝の歴史の中で何度も焼け落ち

ごい喪失感がやってきた︒

起きているライブ映像と判った途端ものす

か判らず︑
ドラマなのかと思ったが現実に

首里城が映し出されていた︒
一瞬なんの事
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共有したい︒

龍は琉球王の象徴だ。
首里城のあちこちに飾られていた。
万国津梁の鐘(レプリカ)正殿に飾られていた
とされるが、漏刻門の先に設置されている。

琉球古道を歩く

歓会門全景。
守礼門から首里城へ向かう時に通る門。

2
3

正殿の北東にある裏門。
継世門
尚真王の肖像画から復元した国王が座る玉座。二匹の龍に見守られている。

首里城正殿 (首里城公園提供) 完成した直後の正殿の全景。
守礼門 いつ行っても観光客で賑わっていた。
迎える賓客により門の表札をすげ替えるという話は有名だ。
首里城の石垣は曲線が美しいため
女性的な石垣と言われている。
龍譚池方向から見る首里城も美しかったが・・・

漏刻門から久慶門、歓会門を望む
歓会門

首里森御嶽 / スイムイウタキ
首里城の中にあり強いパワーを持つ格式の高い御嶽とされている。今回も焼失は免れた。

世界的アーティストが集まる太陽の

その名を世界に轟かせる存在となった。

宿泊ゲスト以外でも大人 1,500
円で参加可能です
ので︑是非一緒に盛り上がりましょう！

高山厚子

を爆買いしてくるの︒麩イリチーや煮物︑丸ごとの麩
人の集まる季節に︑
お弁当にも麩の料理楽しんで

だとステーキにもしますよ！
ねぇ︒

高山厚子

たかやまあつこ
１９４３年沖縄県旧羽地村︵現在名護市︶
生︒
名護高校︑琉球大学卒︒元小学校校長︒
沖縄料理研究家︒修学旅行アドバイザー︒
執筆︑
講演活動︑
料理教室
︵自宅＆出張︶
等で全国を飛び回る︒
ＮＨＫワールド・あさイチ等テレビ出演多数︒
・琉球大学同窓会関東支部長
・著作﹁緑のカーテンの恵みを食べよう﹂他

た る ー︵ 関
洋︶

広島で三線教室や﹁ YOU
果報バンド﹂を主宰︒

宮崎県生まれ︒広島在住︒
琉球民謡協会教師︒ネットでおなじみの
﹁たるーの島唄まじめな研究﹂の著者︒

さて︑
沖縄では 人に怒られることを
﹁ぬらーりんどー﹂

ウチナーンチュの間の会話なら普通に使われている︒

︵怒られるぞ︶
という︒
これを聞いたことがあるだろうか？

この
﹁ぬらーりゆん﹂
という言葉は
﹁のろい﹂
と同類の
所を司る神官は女性で︑
ヌールー
︵ノロ︶
と呼ばれていた︒

言葉だ︒
人を厳しく戒める重い言葉︒
琉球時代から拝

言霊が信じられていた時代にはウタで相手を殺すこ

これも
﹁のろい﹂
と深く関係する言葉だ︒

ともできた︒
奄美地方には
﹁サカウタ﹂
というものがあっ

シマウタ研究に一生を捧げた仲宗根幸市さんが徳之

今帰仁ミャークニーというウタにこんな歌詞がある︒
フク

島で聞いた話を
﹁南海の歌と民俗 沖縄民謡へのいざな

た︒

しかし娘は︑
私の恋の邪魔をする悪魔のような親は歳
い﹂︵ひるぎ社︶
に紹介されている︒
訳だけ紹介しよう︒

恋をしたい年頃の娘が遊びにいくのを親は邪魔したがる︒

寄りになっていつ枯れてくれるのかと願う︑
ウタにして︒
多

犬に鞍
︵くら︶
を掛けて猫に引かせ葬式の旗を立てて
海の墓場へ行く

幸の手紙﹂
に似ている︒

不幸﹂
が降りかかるというわけだ︒
何か昔流行った
﹁不

もしあなたがこのウタを歌われて︑
返答しなければ
﹁

以前にも書いた︒
そこには
﹁恨み﹂
という人々の感情がウタ

結婚式で私たちが
﹁切れる﹂﹁別れる﹂
などを言っては
災いを招くと信じられていた︒

ならないと思っているように︑
呪いの込められたウタは

言霊
︵ことだま︶
を強く信じるからこそ成り立つウタ

﹁ウタで呪う﹂
とは決して安らかな行為とは言えない

ーだって似たような世界の話である︒

での戦いの世界である︒
ドラゴンクエストやハリーポッタ

けたかと思えば︑
人間に捕まり大きな家に連れていかれ

を流しあう現代の戦争よりもよっぽど平和な感じがし

が︑
爆弾をつけたドローンで人を殺す︑
そんな武器で血

今 年 も 残 り わ ず か︒
使 用 し た 即 席スープで 温 か く ︒

寒い冬 は 沖 縄 県 産の 素 材 を

ないだろうか︒

てご飯をもらうのだが残した子猫達のことを思うと飯が

ウタの中の猫の鳴き声は呪文のようだ︒

えて人頭税の無慈悲さを槍のように私たちに突き刺す︒

っている︒
役人の現地妻にさせられた母親の姿を猫に例

こんな歌詞の間には
﹁ミャウミャウ﹂
という鳴き声が入

喉を通らない︒

猫には乳を噛むように絞られ︑
空腹でやっとタコを見つ

から岳という山の後ろで多くの子を産んだ母親猫が子

ホーカラ ダーヨーツィー

マタ ミャウミャウ ヒョーホー

から岳ぬ マタユイサヌ 後なんが

猫
︵マヤー︶
ゆんた︑
というウタがある︒

ににじみ出ているよう感じる︒

れによって多くの別れをテーマにしたウタが生まれたと

収穫する為に米が作れない島から強制移住をさせた︒
そ

人頭税という過酷な税があった︒
出来るだけ多くの米を

琉球王朝時代をさかのぼると先島の人々にかけられた

感な娘の心情はとても大胆である︒

ラギというのは魚を捕る為に水に流す毒を出す植物だ︒

何時枯りて呉ゆが 年や寄たさ

恋ぬ邪魔すゆる 悪魔ふくら木や

るからウタも当然色々とあるわけだ︒

ということを思い出して欲しい︒
人の暮らしにも色々とあ

はい︑
そうだけど
﹁ウタは人々の暮らしとともにあった﹂

ない︒
シマウタってもっと明るいイメージではなかったの？

﹁呪い﹂
だなんてなんて怖いテーマだ︑
と思われるかもしれ

第三十三回 シ マ ウ タ と 呪 い

たるーの島唄コラム

まず初めに︑首里城火災について本当に悲しく思
ステージショー以外でもビンゴ大会やカウントダウ

回

アメブロ
﹁空飛ぶあっちゃんのブログ﹂
にて沖縄料理発信中

ねていきたいと思います︒

私も少しでも夢に近づける１日をコツコツ積み重

日々を過ごしましょう！

2019年も︑
もうあとわずかですね！悔いのない

さい︒

詳しくはロイヤルホテルのホームページをご覧くだ

います︒多くの方が心を痛めていますが︑私もその一

空飛ぶあっちゃんの

RPC＝琉球パフォーマンスコネクション

するの︒新潟に行くとね︑車麩の切り麩︵きれっぱし︶

私はね︑麩のように︑保存がきく乾物を多量買い

〜食は笑顔を運び心を紡ぐ〜 第

麩の料理といえば︑上品な汁ものや煮物などが一
般的ですが︑沖縄では麩イリチー︵麩を炒める料理︶
が定番です︒
そうそう︑何でも油で炒めるのが沖縄
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自由発想沖縄料理

ん︑私JJも出演させて頂きます！

のスペシャルステージをプロデュースします︒
もちろ

だけではなくゲストの方々と一体となって１夜限り

サプライズ演出やゲストを絡めた内容など︑見る

ー﹂
とかなり豪華なメンバーが揃いました☆

ルフットボール﹂﹁フレアショー﹂﹁クラウン﹂﹁シンガ

は
﹁フリースタイルバスケットボール﹂﹁フリースタイ

場所はロイヤルホテル沖縄残波岬で出演ジャンル

ージをプロデュースさせて頂くことになりました！

ンイベントに琉球パフォーマーズコネクションがステ

今年の大晦日︑2020年を迎えるカウントダウ

これからも力を合わせて頑張りましょう！

民も一度は首里城に足を運んでくれると思います︒

て
﹁皆の首里城﹂
をまた復元出来たら︑
その時は県

時の姿を復元してきました︒
しかし︑官民一体となっ

に意味があり︑細部までこだわって時間をかけて往

方︑場内の様々な模様︑使用している素材︑
１つ１つ

は胸が締め付けられる思いでした︒瓦の材料や焼き

た︑関係者達の思いが詰まった建物が焼け落ちる姿

た復元プロジェクトを試行錯誤しながら進めてき

復元の経緯まで相当勉強しました︒昭和から始まっ

内役も業務内容だったので︑琉球の歴史から首里城

建物で働いていました︒
VIP対応時などの場内案

復元の部署に配属となり︑正殿裏の二階御殿という

楽しめることを楽しみにしています！

エティ・アクト 2019 でも部門優勝し、

ン花火などもありますので︑令和初の大晦日を一緒に

ションに合格した、フリースタイルバス

人として︑
これから出来ることをやっていきたいと

ケットボール界で唯一の日本人。

思います︒私は公務員時代︑最後の２年間は首里城

首里城火災について

サーカス「シルクドソレイユ」のオーディ

JJ
沖縄料理を学びたい人は︑料理教室へご参加あれ！
有楽町線・副都心線平和台駅徒歩5分

http://www.washita.co.jp

カウントダウンパーティーに RPC が登場！
～その秘密は？～麩をから揚げに、サラダにも、応用しましょ！

流︒豚肉︑
スパム︑
ハッシュドビーフ︑
ツナ缶︑野菜など
と炒めるの︒麩が他の食材の出汁を吸って美味しく
料理だね︒

しなるのよね︒沖縄大好きな人なら良く知っている

原料は︑小麦粉のグルテン︒
グルテンとは︑小麦粉

を水でこねて練り上げた生地を︑水で何度でも洗い

流して︑澱粉を取り除いたもの︒
これに小麦粉を加

えて寝かせ︑
その生地を鉄の棒に巻き付けて焼き上

げるの︒長くて︑中は空洞になっている車麩︵焼き麩

座の
﹁沖縄アンテナショップわした﹂
でもよく売れて

の一種︶
が一般的でしたが︑今では︑板麩も人気ね︒銀

いるよ︒
さて︑今日は︑孫がチキンのから揚げと間違ったほ

もさ︑麩は︑適当な大きさにちぎって︑薄い塩水につ

ど美味しい麩のから揚げを紹介しましょ︒
といって

絡めて揚げるだけさ︒

けて戻し︑固く絞り︑市販のから揚げ粉をしっかり

或いは︑大手メーカーさんから出ているコツのいら

ないてんぷら粉に水と醤油・塩を入れ︑衣を厚くし

てフリッターのように絡めて揚げるだけさ︒
チキンの

どっちがチキンか孫が勘違いしたほどよ︒

モモ肉も同じ大きさに切って一緒に揚げるといいよ︒

実はね︑孫だけじゃないの︒沖縄料理を食べる会や

古酒泡盛と料理の会を自宅で開いているのさ︒
その

時ね︒
この麩のから揚げをチキンと一緒に揚げて出

も︑
お酒の時には︑
ピリ辛味にするけどさ︒

すのよ︒冷めても美味しいので結構人気なの︒
もっと

さて︑
さて︑低カロリーの麩を今度は︑
サラダにも
入れてみましょ︒薄い塩水で戻しポン酢をかけて固
く絞り︑
ゴマ油をかけ︑他の具材と好みの調味料で
混ぜるだけさ︒
ツナ缶など入れると美味しいよ︒具

麩のから揚げ

乾 燥スープの素

ラスベガス・インターナショナル・バラ
麩のサラダ

島 野 菜 と わかめ

エンタメ通信

材も︑味付けもお好みでどうぞ！

12月の
銀座わしたショップ オススメ
！

RPC
ばあ～ば！今日のから揚げ、柔らかくて・美味しいねぇ！

目の前に運ばれてきたトレーの上には︑好戦的で挑発的な料理が所
狭しと並んでいた︒
頭の中に思い浮かんだのは︑ビュッフェスタイルの店で︑運動部の
男子中学生達が﹃俺が考えた最強の一皿﹄というお題で勝負して︑好
きな料理を集めてきたような組み合わせ︒
まるでオールスター︒互いの良いところなどを引き出す気などさら

その隣には目玉焼き︒普段なら玉子焼きとしてポークと一緒に添

があった︒
い遂げる食材があえて別の料理に変わっている︒これにも作戦と意
図があるに違いない︒そしてそれを僕はすぐに読み解く︒
︿オン・ザ・ライス﹀をさせる気だ︒
キーワードはおかわり自由のライスの存在だ︒つまり︑ライスが

一目で分かる凶暴なカロリーと言う名の戦闘力が湯気と立てている︒

そこには圧倒的なオーラが漂っている︒

目の前︑胃袋の空きスペースは風前の灯火だ︒

う間に消えてしまう︒そんなことをしてしまったら︑胃袋的敗北は

玉焼きが上にのったライスなど︑それだけでも胃袋の中にあっと言

しまう人間が多く現れるということだ︒これこそが圧倒的な罠︒目

何度でも食べられるということで︑目玉焼きをライスの上にのせて

そう︑それがこの店の︿Ａランチ﹀だ︒

さらない︑個性のぶつかり合い︒

沖縄の定食屋の定番︒Ｃランチ︑Ｂランチ︑の更に上位に位置する
そんな罠には引っ掛かるわけにはいかない︒
引っ掛かるものか ……
︒

﹁俺を先に食え﹂そうやって主張しているのは︑トンカツだ︒揚げ

だが︑強敵はまだまだ存在する︒
物が実は三種類もあったのだ︒カリカリの衣に甘酸っぱいウスター

正統派三線唄者が
聴かせる情け歌︒

島の生活は
素敵な音で溢れてる︒

平和のメッセージを
１０００年先に

時

時

2019.12.25.release
定価¥2,500+税

トップ帯ランチメニュー︒Ａランチ！
目の前でこちらを睨みつけてくるＡランチと僕の対決を鼓舞するよ

昼時の店内は人の声とキッチンから聞こえる調理音で溢れていた︒
うな戦闘曲のように聞こえてきた︒心臓の鼓動が高鳴るのを感じ︑落

ばの先が︑一番手前にあるハンバーグの下から見え

その随分と範囲は広いようで︑ケチャップ焼きそ

おかずを後方で力強く支えていた︒

ここにきて炭水化物の追い打ちだ︒ケチャップ焼きそばは全ての

そして最後の一品︒それがケチャップ焼きそば︒

分を抑える︒

鼻と胃袋を同時に刺激され︑今すぐにでも戦闘を始めたくなる自

ソースが掛かっている︒

目の前にあるＡランチの内容はこうだ︒

ち着くために水を口に含む︒
まずはおかわり自由のライス︒こいつがいる限り︑完全勝利は最早
ないに等しい︒
続いて具だくさんのみそ汁︒あまり戦闘力はなさそうに見えるが︑
水分は後から胃袋にじっくりと効いてく

た︒ということは全てのメンバーの下にケチャップ

るから要注意だ︒
そして小鉢に入ったお新香︒こいつだ

おおしろひそか

次回は﹁首里城﹂お楽しみに！

﹁また来週戦おう﹂

僕は振り返らずにその声に爪楊枝を咥えながら答える︒

立ち上がって席を離れると︑後ろからＡランチの声が聞こえた︒

た食道に優しく染みいる︒

勝利の余韻とともに︑甘いアイスティーを口にする︒戦い終わっ

僕は辛くもＡランチを完食することができたのだ︒

いていなかった︒

目の前には何一つおかずは残っておらず︑茶碗には米粒ひとつ付

長く続くと思われる戦いは一瞬のうちに終わった︒

口に運んでいることだけだった︒

覚えていることと言えば︑一心不乱にＡランチの数々のおかずを

それからのことは正直なところあまり覚えていない︒

ずを選んだ︒

いざ︑勝負︒
――
僕は割り箸を持ち︑最初戦う︑いや口にするおか

ゴールキーパー︒

まるで仲間達の攻撃力を後押しするような鉄壁の

けが唯一こちら側にも気を掛けてくれそ

話Ａ ラ ン チ

焼きそばが存在する可能性があった︒

第

うだった︒Ａランチの並み居る主役達と
僕との間に入ってくれるレフェリーのよ
うな存在に思えて︑愛おしく思える︒
サラ
中央に構えるメインの皿には ――
ダ︑手の平サイズのハンバーグ︑タルタ
ルソースたっぷりのチキン南蛮︑ポテト
ハンバーグからは肉汁が溢れており︑ 皿の上をぬらぬらと妖しく濡

フライ︒
らしていた︒放っておけば︑その肉汁が皿全体に行き渡り︑全てをハ

そしてすでに揚げ物が二種類︒チキン南蛮＆ポテトフライ︒胃袋の

ンバーグにしてしまいそうな力を感じた︒
どこに収めるか考えつつ︑脳の思考力を多少は鈍らせなければ︑圧倒

サラダが何故二種類も入っているんだ︒しかもジャ

続いてポテトサラダ︒

的な罪悪感に包まれてしまうだろう︒
ちくしょう！
ガイモ料理もこれで二種だ︒
少しヘルシーな雰囲気を漂わせ出てこちらを油断させようとしてい
るのが透けて見える︒
だが︑そうはいかない︒サラダと言ってもポテトサラダは腹に溜まる︒

ああ︑よく考えてみれば︑マヨネーズ味も二種類だ︒これはＡラン
主役級のメンバーはまだ存在する︒

沖縄の台所ぱいかじ
浦和パルコ店

沖縄三線生演奏！
毎週金・土・日に２時間！
ライブチャージ無 料

時〜
分〜

分

たっぷり２ 時 間 生 演 奏

時

金・土

◇毎週金・土・日
日

048︵611︶8325

■お問合せ・予約

情け歌を得意とし、沖縄県外、国外まで活動の場を
広げる若手唄者。記念すべきデビューアルバム。

定価¥2,750（税込） 2019.11.7.release

日本乃音選曲集

Tel：098-958-7750

幸地和秋
THE BOOMの山川浩正氏、
ストライクカンパニー
石垣隆太氏によるプロデュースにより待望の3rd
alubum「しまの音」
をリリース。

アンマーありがとう
〜まほうの糸電話〜

竹富島で暮らし、島の生活は 朝早くサンゴの砂の
道をホウキで吐く音や、今でもおばあが機織りをす
る音が聞こえ 島の生活は素敵な音で溢れてる。

創作和楽器﹁日本乃音﹂を全国の
三味線 及び三線奏者 が奏で唄った
渾身の 曲︵ 分 秒︶
を収録︒

連絡先

﹃ブルー・ノート・スケッチ﹄
湧上アシャ 著

リアルでリリカルな希望の物語︒
この島には美しい自然がある︒優しいひとがいる︒
しかしこの島をとりまくおもわくは多い︒愛する街が
あって︑愛する人がいて︑それでも君は闘うのか︒

〒904-0324 沖縄県中頭郡読谷村長浜 815-3

!!
!!

6
ht t p: / / mi yazat ohi dekat su. com
検索

Fax：098-958-3225
住所

営業時間 年中無休 営業時間 9 時〜 18 時

30

21
20

19

30

聴いたら始まる 唄物語。
さぁ、先人から受け継ぐメロディーに
人々の懐かしい心情を乗せて。

7 日（土）
日本祭り in シドニー出展
及び日本乃音ステージ演奏

沖縄料理店オススメ情報！
﹃風の棲む丘﹄湧上アシャが描く

電柱通りにある沖縄の出版社

宜保和也
ASOVIVA 全国＆海外催事情報 - 12 月 ☆初のシドニー出展

情報提供（一財）沖縄観光コンベンションビューロー東京事務所

沖縄県出身︑東京都在住︒エブリスタの﹁スマホ小説大賞2014﹂
にて角川ホラー文庫賞を受賞︒﹃下町アパートのふしぎ管理人﹄シリー
﹄︑ＤＭＭノベルア
ズでデビュー︒その他︑チャット小説アプリ﹃ peep
﹄のライター︒ゲームシナリオライター︒
プリ﹃ TELLER

亜熱帯の森、マングローブ、珊瑚礁、希少な生き物
たちが息づく、原始的な風景の残る北部地域「やん
ばる」で 12 月から 1 月にかけてアートフェスティバ
ルが開催されます。島の伝統的な織物や陶芸だけで
なく、現代アートや映像、音楽などが集まります。沖
縄の奥地に広がる神秘的な空間で、現代作家の作品、
何百年も続く文化、何千年も続く自然を体感できるイ
ベントです。

ハイサイ！ウチナータイム！
過去の連載はコチラから
18 日（水）〜 20 日（金）
東京駅 KITTE にて
北中城村物産フェスティバル出展
☆東京駅 3days

-NIPPON NOTE SONG
SELECTION￥3,000（税抜）

日程 1２月 8 日（日）
会場 紀尾井ホール 小ホール
日程 1２月１４日（土）〜1 月１３日（月）
会場 沖縄本島北部地域

チが僕を確実に仕留めようとしているに違いないと覚悟する︒

日程 1２月２０日（金）、２１日（土）
会場 東京交通会館 1F ピロティ 交通会館マルシェ

しまの音（ね）草薙祈弥
定価 1,320 円 ( 内税 )

首都圏（東京、神奈川、埼玉）の沖縄
料理店 50 店舗をネットワーク。
沖縄料理店から観光情報やイベン
ト情報、特産品や食材の情報を発
信しています。

ボーダーインク の 本

定価¥1,200（税込） 2019.11.3.release

14 日（土）、15 日（日）
琉球文化フェスティバル
三 × 三祭り in 台北開催
49

琉球舞踊のパフォーマンスユニット「赤嶺姉妹」が初の
単独公演を行います。赤嶺姉妹は東京に関東支部を構え、
東京エリアを始め海外でも公演するなど幅広く活動して
います。今回の公演では八曄流餘音の会からも 3 名が参
加し、8 つの演目を披露します。東京で琉球舞踊をじっ
くり堪能できる機会となっています。

沖縄県民の愛するポークランチョンミート︒カリカリに焼き上がっ

日程 １２月１３日（金）〜１５日（日）
会場 やちむんの里

おじぃは昔、
おばぁにどんな想いでどんな唄をおく
ったのだろう。
そんな想いを馳せてつづたアルバム。

☆今回は大規模
三線 三味線フェス主催

65

琉球舞踊 八曄流餘音の会
赤嶺姉妹公演 師情の舞
やんばるアートフェスティバル
2019-2020

18

26

ているが︑その厚みは家庭ではなかなか登場しないほどのボリューム

東京交通会館で毎週行われているマルシェに、沖縄観光
コンベンションビューローのスポーツチームが「Sports
Islands Okinawa」として出展します。年間を通して楽
しめる沖縄の魅力あるスポーツアクティビティを紹介しま
す。中でもおすすめはヨガやサップ、ホースライディング
など 8 種類。旅に「スポーツ」を取り入れた、新しい沖
縄旅を提案します。スポーツ時に活躍するノベルティもプ
レゼントしていますのでぜひお越しください。

へその音（お）
ボーダーインクの本は、ホームページから購入できます

http://www.borderink.com

ASOVIVA‐アソビバ‐ 三線

7

読谷村、やちむんの里で毎年恒例の「陶器市」が開
催されます。皿やマカイ（お椀）、酒器や花器などの様々
なやちむんをイベント価格で購入することができま
す。工房の方にオススメや作品の特徴などを直接聞く
ことができるのも魅力のひとつです。デザインや色合
いなど、見て、触れて、聞いて、自分だけのお気に
入りのやちむんを探してみてください。

「へその音(お)」
は、2015年6月23日
「慰霊の日」
に
沖縄県那覇市ぶんかテンブス館主催LIVE
「平和の
歌コンサート」
にて発表された楽曲。全国の小中高
生や一般より
「平和」
をテ ーマに公募した歌詞、
メッセージをもとに宜保和也が作詞・作曲を手掛
けた。
沖縄電力株式会社CMソング

21

スポーツアイランド OKINAWA
第 39 回 陶 器 市

沖縄をテーマとした３分で読める読み切り超短編小説シリーズ。

沖縄県外

1２月 の 沖縄オススメ情報♪
沖 縄県内

﹁首里城﹂
と 掛 け ま して
﹁ 銀 行 員が回 収 ﹂
と解き ます
その 心 は ？
﹁ 必 ず 再 建︵ 債 権 ︶
へ向 かいま す

﹁ ク リスマスイルミ ネ ーション ﹂
と 掛 け ま して
﹁ 最 近の 若い 男 性 ﹂
と解き ます
その 心 は ？
﹁ 装 飾︵ 草 食 ︶が 目 立つ ｣

この一年 お 疲 れ 様 でし た！

宮里英克の
編集長通信

ケーシーさんのことを
もっと知りたい方はこちら

Twitter #なぞかけ で新作書いてます！
｣

﹁年末大掃除﹂
と 掛 け ま して
﹁ この１ 年 頑 張った 皆 さ ま ﹂
と解き ます
その 心 は ？
﹁ み ん な ︑誇 り ホ
( コリ が) あ り ま す ｣

なぞかけ名人 ケーシー の
の
縄
沖
うちな〜なぞかけ

ケーシーさんへの応援メッセージも募集中

info@miyazatohidekatsu.com

全国550ヶ所以上 の沖縄関連施設、
店舗に配布。沖縄ファンに直接届きます。
お気軽にお問合せください！！

ご注意

広告掲載１万円から！
！

那覇市出身の復帰っ子。
20代の頃、三線片手にアジアを放浪。
NHKドラマでの三線指導・出演。三線教室
主宰・フリーペーパー編集長など活動の場
を広げながら沖縄の魅力を発信している。

ハイサイ！ 編集長の宮里です。
先日、銀座わしたショップさんにて行いまし
た「台風15号復興支援チャリティーイベント」
にてみなさまからお預かりしました支援金を、
被害を受けた南房総市ヘ届けてきました。
市長さん「観光にぜひ来てほしい！」
と強く仰
っていました。沖縄とは違う海の美しさがあり
ます。海の幸が美味しいし、南房総にもぜひ。
それが応援になりますので。
11月23日には、同じく銀座わしたショップさ
んにて「首里城再建支援チャリティーイベント」
をさせていただきました。大勢の方にお越しい
ただきお気持ちをお預かりしました。ありがと
うございました。首里城はウチナーンチュだけ
でなく、沖縄が大好きな方々にとっ
ても宝だったのだと再認識させら
れました。再建されるその日まで
サポートしたいと思います。

お問合フォームへ
フリーペーパー「ハイサイ！ウチナータイム！」の作成につきましては、可能な限り正確を期すように確認作業を行なっておりますが、
記載の内容と実際の内容に相違があった場合も一切の保証はできません。ご了承の上ご利用ください。
また、イベント等が天候等の理由で内容が変更や中止となる場合もありますので、主催者または問合せ先までご確認の上おでかけください。

編集 クマノミデザイン編集部 宮里英克
タイトルデザイン 岡山進矢
TEL 080-6636-3835
発行 クマノミデザイン 千葉県松戸市本町17-11芹澤ビル６F
Email info@miyazatohidekatsu.com

