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幸地和秋

月
2020年

幸地 和秋（こうちかずあき）

久米島出身。平成 21 年より津波恒英に師事し、平成 24 年には梅の香り大会でグランプリ受賞。
情け唄を得意とする正統派三線唄者。沖縄民謡グループ「シーメンズ」のメンバーであり、FM ニラ
イ「幸地和秋と民謡を考えよう！
！」のメインパーソナリティ、またタイムスカルチャースクールの
三線・サンレレ講師の顔も持つ。沖縄 PR のためシンガポールで 1 カ月の長期公演、大連での貿易
商談会への出演など、海外での活動も数多く経験。沖縄県内外でイベント出演やライブを中心に、
演奏活動を行っている。令和元年 12 月、待望のデビューアルバム「アンマーありがとう」をリリース。

オキナワをもうちょっと知りたくなる フリーペーパー

富山義則
フォトグラファー

道を使わずバイパスで一気に糸満へ向かうことにしました︒

ここからは旧
ら巡る島尻方西海道が楽しみになります︒
のんびりしていると一日で回りきれなくなってしまいます︒
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ハーメーチヂン 叩かれて白くなった岩が残っている。

島尻方西海道 糸(満市から八重瀬町へ ﹂
・
)前編

白銀堂
逸話に習った文の意味は﹁短気は損気﹂
ということかな？

喜屋武岬

南山グスク１
グスクの石垣に沿って拝所が続いていた。

照屋の石彫獅子
このシーサーも古いものなのだろう︒
魔除けとして大事にされてきた︒

ということで今回は島尻方西海道由来の豊見城市︑糸
満市︑
八重瀬町を巡るのですが︑回る箇所が数多くある
さて今回もご主人と一緒に彼の車で巡ることになりま

ため前編と後編の二回に分けて紹介することにします︒
糸満市に着くと糸満漁港近くの白銀堂に連れて行か

福音館書店「たくさんの不思議」シ
リーズで好評だった「琉球という国
があった」が首里城再建に協力す
るためハードカバーになって再販売
することになりました。上里隆史氏
の分かり易い解説と豊富な写真や
イラストで琉球王国の庶民の生活
から外交の歴史までが描かれてい
る一冊です。

琉球古道を歩く

﹁なんで糸満って呼ばれるのか由来を知ってる？﹂
といつもの居酒屋のご主人から声をかけてきたので
﹁８人の外国人の話かな﹂
した︒旧道を歩く楽しみもあるのですが︑新しい道や再開
技の選手が県外からもお参りに来る拝所なのだそうで

れました︒
ここは武道の神様ということで武道家や格闘

と答えたら
発で変化が激しいエリアなのでご主人のガイドに従うこ

﹁なんだ知ってるのか﹂
とつまらなそうにしたので︑詳しくは知らないから教え
す︒薩摩武士と糸満ウミンチュの民話が有名ということ

とにしました︒

ず先に進みますが︑
ネットには詳しい説明がされているサ

で石碑に格言が刻まれていました︒
ここでは紙面が足り

ことですが︑糸満沖合で遭難した外国船の船員が８人︑
スタートは瀬長島への入り口にあるアカサチ森から︒

イトもあるので興味のある方は調べてみてください︒

つまりエイトマンが助けられたことからエイトマンがなま
ーサーが時代を感じさせて雰囲気がありました︒
これか

市小波蔵のチチャマグスクはとても印象的なグスクでし

拝所もあるのですが︑鎮座している瀬長村を守っていたシ

慢げです︒

す︒
しかしシーサーのオリジナルはこういうところから来

がありません︒中まで歩いていくと﹁まるい石﹂
がご神体の

た︒
まず驚いたのは石積みの様子は何かから守る雰囲気

綺麗に掃除されているグスクで︑信仰の対象になっている

ように鎮座していました︒普段からご近所の方たちから

ーサーは各家に広まっていったのでしょうか︒
この照屋の
石彫獅子は八重瀬岳を睨み︑災害から照屋集落を守る

ているのかも知れません︒魔除けの効果があったからシ

ってイトマンになった説が話としては面白いだろうと自

さて次は上原酒造のすぐ近くにある
﹁ハーメーチジン﹂

ために設置されたということです︒

へ︒案内板によれば
﹁ハーメーチジン﹂
とは
﹁おばあさんの
鼓﹂
という意味で︑
石の一部を叩くと音叉のように響いた

と感じました︒
まんまる石の由来は漁師が海の中で光る

自然の不思議なパワーを感じてご神体にしたのかも知れ

拾いあげるのは困難だと思いますが︑形の面白さに何か

石を拾い上げたという話があるそうです︒大きな石なので

まず訪れたのは糸満市大里の南山城趾です︒
三山時代

す︒

さてここからは南部に残るグスクを巡り歩いていきま

ことから合図として打ち鳴らしていたそうです︒叩いてみ
たらボーンと低い音が響きました︒
しかしこれで合図に
なるのかな？と疑問に思う低い音です︒現在のような音
に囲まれていない昔の静かな村であれば十分利用できた
のかもしれません︒

今回はここまで︒

ません︒
また来てみたいと思えるグスクの一つになりまし

群生も見られます︒遺跡の大半は高嶺小学校の中にある

た︒

ので休み時間や放課後になると子供たちのにぎやかな

れ︑城跡内には沖縄の名木百選に選ばれたガジュマルの

うと玄関や屋根に置かれているシーサーが有名ですが︑
先

次回の島尻方西海道・後編に続きます︒

に栄えた南山王の居城跡ということで一部の城壁が残さ

ほどの瀬長のシーサーのように集落の守り神として設置

声に包まれてグスク跡としては珍しく明るい雰囲気の城

向かったのは照屋の石彫獅子です︒
沖縄での守り神とい

されたものが今でも各所に残っていて︑
この石彫獅子もそ

南山城址

次はちょっと変わったグスクへ案内されました︒糸満

チチャマグスク
石積みの雰囲気が他のグスクとはだいぶ違う︒

チチャマグスク
まんまる石が鎮座していた︒
自然の力で丸くなった石だという︒

上里隆史・文 富山義則・写真
一ノ関 圭・絵
カラー 40P ハードカバー
(福音館書店刊)
1300円+(税)
2020年2月5日発売

趾です︒

N

岩の獅子像は現在のシーサーとはかなり違った雰囲気で

平和祈念公園

ひめゆりの塔

チチャマグスク

Goal！

糸満市
糸満郵便局

ハーメーチヂン
照屋の
石彫獅子

白銀堂

豊見城南高
文

美らSUNビーチ
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豊見城 IC
506

Start！

瀬長島
ウミカジテラス

琉球という国があった

の一つで村シーサーといわれるものだそうです︒琉球石灰

旧海軍司令部壕

南山グスク２
雰囲気のある森の中を抜けていくとグスク跡が現れる。
販売価格の5%が首里城再建のため「一般財団法人
沖縄美ら島財団首里城基金」へ寄付されます。
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瀬長の村シーサー
瀬長島の方を睨んでいる。何から集落を守っているのだろうか。
てと頼むと嬉しそうに話し始めました︒諸説あるという

331

白銀堂 お堂の裏山はパワースポット。

11.
1km
0

豊 見城市
瀬長の
村シーサー

世界的アーティストが集まる太陽の

ラスベガス・インターナショナル・バラ

RPC＝琉球パフォーマンスコネクション

き合い頂いたことに感謝の気持ちをお伝えする

にされていたものが︑
ラスベガスで認められ夢を叶

遊びから始まったフリースタイル︒当初は馬鹿

認してきます︒

これはエンタメなのか？沖縄に関係ある記事
なのか？と自分自身でも不明な時もありました
が︑苦情がないということは少なからずアンチは
お付き合いいただきありがとうございました︒

いないものと思います︒笑

最後の記事は何を書こうかと思ったのですが︑
やはり︑︑︑4月にまたチャレンジするラスベガス
のことかなと︒最後までうっとうしい記事ですい
ません︒汗
また今年もラスベガスの国際大会
﹁vivafest2020﹂
にエントリーして
チャレンジすることにしました︒全く同じカテゴ
う1つ上のカテゴリーにも出られるチャンスがあ

リーでエントリーするので︑正直悩みました︒
も
ったのですが︑大人の事情で同じカテゴリーにな
り︑2連覇を狙って出場します︒
毎年この大会の知名度も上がるにつれ︑
レベル
も高くなっています︒今年勝てるか分かりません
が︑勝ち逃げするよりもチャレンジして砕けた方
がまだ良いので︑自分のエンターテイメントを表
現してきます︒
そして︑今年も公開オーディションの要素が強

そんな夢物語のようなストーリーを必ず成功

える︒

させて︑周りの方々に少しでも勇気や希望︑夢を魅

せることが出来たらと思います︒応援よろしくお

願いします！

第 回沖縄国際映画祭﹂
の開催が

そして4月 日から 日に沖縄では
﹁島ぜんぶ

でおーきな祭

予定されています︒
また沖縄中が芸能人で溢れま
本当に沖縄中がエンタメで溢れる期間になるの

す︒笑

で︑是非この機会に沖縄へお越しください☆
最後に︑︑
いつもご覧頂いた皆様︑宮里編集長︑
ご関係者の

方々︑
ありがとうございました︒
私の近況は各SNSで報告しますので︑
もし興

味がありましたら探してみてくださいませ︒
3年間ありがとうございました︒
ずっとあなたのそばに︑︑︑
パフォーマーJJ

高山厚子

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

自由発想沖縄料理
回

高山厚子

︵有楽町線・副都心線平和台駅から５分︶

関心のある方は︑
ご参加あれ

アロエベラを取り上げまあ〜す！

３月の自宅沖縄料理教室＆料理パーティーでは

﹁胃の麩にもめでたき春ぞアロエベラ﹂

﹁アロエベラ食べてサンシン響く音﹂

﹁アロエベラ刺身感動和風味﹂

てね︒

パーティーの後の皆さんの言葉遊びから想像し

〜食は笑顔を運び心を紡ぐ〜 第

アロエは︑南アフリカや地中海沿岸が原産地の
ユリ科の多年生植物です︒
沖縄の方言で
﹁ルグヮイ﹂
又は
﹁ドゥグヮイ﹂
と呼
ばれており︑私が幼少の頃は︑
どの家の庭先にも
あり︑怪我をしたり︑吹き出物ができると︑
アロエ
を傷口に塗ったりしていました︒
そのアロエはキダチアロエのことです︒
アロエに
も色々な種類があります︒今回ご紹介するのは︑
種類の栄養素をほとんど含むといわれているア

ロエべラです︒
アロエの中で最も栄養価が高く︑化

！！

たかやまあつこ

葉肉を切った後も利用（ 風呂に入れたり）
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

アロエベラ入り太 巻き寿司

粧品やドリンク剤としても︑様々な角度から世界
多糖体という糖分が集まった植物繊維のようにな

的な注目を浴びています︒
その葉肉のネバネバは︑
ったものです︒
低カロリーで料理にかさを増やしな

がらカロリーダウンできる食材でもあります︒
私の料理教室では︑沖縄宮古島から直接取り寄
せます︒
アロエは苦いと思っているでしょ？それは
苦みを感じますがほとんど無味︒
アロエベラの料

キダチアロエです︒
アロエベラの葉肉は︑
わずかな
理は大変人気メニューだよ︒
お刺身が一番人気︵市販のゴマ昆布やシソの葉
に煎り白ゴマ等をトッピングして︑ポン酢か︑
わさ
他の具材と太巻きにしたり︑
キムチに入れると辛

び等と醤油をかけるだけ︶︒握り寿司に乗せたり︑

粉︵でんぷん質︶
を使わずにトロトロ感が出て︑
カ

みを包んで食べやすく︑炒めものに入れると片栗

ーグルトのトッピングに︑
ある時は︑黄な粉と黒砂

ロリーが抑えられ︑
かさも増す優れもの︒或いはヨ
糖を混ぜるだけのデザートにと大人から子供ま
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て頂くことになりました︒

け僕のエンターテイメントが通用するのか︑肌で確

いため︑
エンタメの世界の中心ラスベガスでどれだ

ションに合格した、フリースタイルバス

と共に︑今回の記事をもって私の連載を終了させ

当連載が今回で 回目を迎え︑丸3年間お付

その名を世界に轟かせる存在となった。
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アロエベラのせ花 寿司

たるーの島唄コラム
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︒

百歳なるまでぃ肝一つ 変わるな

元ぬ心

み﹂
とは夫婦の契りとして交わすものをそう呼んだ︒

第三十六回 シ マ ウ タ と 歌 碑

︵八重山地方編︶
沖縄の各地を訪れると道路の脇や民家の間にポツンと
立っている石碑を見ることがある︒中には古くなっていた
込まれている︒歌碑だ︒

り高い草に覆われていたりするが︑
よくみるとウタが刻み

久宇良浜に流れついたある船乗りと島の娘が恋に落

﹁100歳になるまで心は一つだ︒変わるな最初の心を﹂︒

その
﹁かたみ節﹂
の４番︒訳すまでも無いだろうが
そのウタが生まれたり縁がある土地に立っていることが

使われる有名な曲なのに︒

と言えば八重山だけではなく本島のエイサーなどにも

ところがこの歌碑はどこを探しても無い︒﹁かたみ節﹂

ちて幸せになった様子を見て作られたウタだという︒

多い︒
三線愛好者の方々の中には歌碑巡りを楽しんだり︑
また歌碑を巡るバスツアーなどもある︒今回はその歌碑の
みよう︒

いくつかのうちから八重山地方の歌碑をピックアップして

小浜てる島や果報の島やりば

下で作られた歌碑はそのウタが地元で大切にされている

歌碑はあるに越したことはない︒多くの人々の協力の
証拠だ︒
けれども歌碑があってもウタが残っていなけれ

大岳ばくさで白浜前なし
八重山民謡の
﹁小浜節﹂
の歌碑は小浜島の大岳︵うふだ

れば︑
かたみ節の主人公となった若い男女が出会い暮ら

このかたみ節のように歌碑はなくとも美しい浜があ

寂しく立っているものもある︒

ば悲しいことだ︒実際に歌われなくなった民謡の歌碑が

き︶
の頂上にある︒頂上と言っても標高約 メートルだか
﹁小浜島という島は恵まれた島だ︒何故ならば大岳を後

ら小高い丘の上に階段で登る感じだ︒

際に大岳に登って見渡してみると西表島︑竹富島︑
石垣島
していたことを想像できる︒美しい浜の光景そのものが

ろにして前には白浜があるから﹂
という歌意になる︒ 実
などが青い海に浮かぶ景色が360度のパノラマで見渡せ
﹁歌碑﹂
なのかもしれない︒

るから壮観だ︒
こんな素敵な場所は滅多にない︒
安里屋のクヤマにヨ︵サーユイユイ︶
いように︑
ウタが産んだ土地︑自然︑人々の暮らしにこそ

私もよく歌碑巡りをするが歌碑だけに気を取られな

︵マタハーリヌ ツンダラカヌシャマヨー︶
際には歌碑とそのウ

あん美らさ生りばしヨ

あの有名な
﹁安里屋ゆんた﹂
の元歌が生まれた竹富島に
タに関心を持って巡

次回は宮古島の

うか︒

目を向けたいと思っている︒是非皆さんも沖縄を訪れる
はクヤマさんの生家やお墓と共に歌碑がある︒観光コース
ってみてはどうだろ

﹁安里屋︵という屋号︶
のクヤマという娘はあんなに美し

には必ず含まれるから行かれた方も多いだろう︒

歌碑を見てみよう︒

く生まれなさって﹂
という意味だ︒﹁マタハーリヌ﹂
は
という意味がある︒生家の前に立つとクヤマさんがそこか

﹁もう一回﹂︑﹁ツンダラカヌシャマヨー﹂
は
﹁愛しいあなたよ﹂
らヒョイと出てきそうな気がする︒
石垣島を北上すると久宇良浜という綺麗な浜辺がある︒

そこは
﹁かたみ節﹂
というウタが生まれた場所だ︒﹁かた

「かたみ節」が生まれた浜

エティ・アクト 2019 でも部門優勝し、
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アロエベラの刺身

空飛ぶあっちゃんの

ラスベガス国際大会「vivafest2020」へ！
～太陽の恵み・アロエベラで健康で美しく～

99

36

で人気です︒我が家の泡盛パーティーやランチ会で

ちゅ ら ゆ ー な 伊 是 名 島 早 摘 も ず く
３月 １ ９ 日 〜 ３ 月 ２ ９ 日
試食 イ ベ ン ト 開 催

ケットボール界で唯一の日本人。

18
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

早摘み生もずく
３月のオススメ！

エンタメ通信

は真っ先になくなる一品です︒

銀座わしたショップ

サーカス「シルクドソレイユ」のオーディ

JJ

最終回

RPC
46

いつの間にか太陽が水平線に近づいていた︒

窓から入る暖かな海の風が頬に触れた感覚が残っていた︒
仲村渠という名前とあまりにもハッキリとした目鼻立ちを隠せば︑私は完全に東

私は田中さんに優しく接しようとして思わず方言で話していたのだ︒

そう言われてやっと気付いた︒

仕事に慣れるしばらくの間は︑学生時代のように気軽に沖縄に帰れなくなるだろ
就職が決定して家族や親戚に祝ってもらい︑地元の友達と毎日のようにはしゃぎ

うと考え︑実家に二週間ほど帰省したのがいけなかったようだ︒

帰省した︑たった二週間で私の訛りが大々的に復活を遂げてしまったのだ︒

すぎたのがいけなかった︒
いや︑方言や訛りが悪いとは思っていない︒

居眠りしてみんなの前で部長に叱られた

まさか自分も眠たかったの

…

はずだった︒
ていた︒自分ではネイティブ東京人を気取るほどだと自負していた ……
しかし私は完全にやってしまった︒

京に染まることができていた︒特に方言や訛りに関しては完全に口から出なくなっ

どうやら私は少しの間眠りに落ちていたようだ︒
いや︑それはわざとらしい言い方だったかもしれない︒なぜなら私は自分から眠

りに入ったのだから︒
唇の端にわずかに伝う唾液を舌ですくう︒
それにしても珍しい夢を見た︒
あれは私がまだ学生から社会人になったばかりの頃の夢だ︒
私が沖縄から出て東京の女子大学に進学してからあっと言う間に四年が経った︒
――

ただ︑沖縄の方言は誤解を生みやすいことが多いのだ︒

そのまま神奈川にある総合商社に就職が決まった︒
あれは会社に出社してまだ二日目の出来事だった︒

首を傾げた︒

自分でも何を言っているのか分からなかった︒田中さんが

﹁違う︑違うんです︑いややっぱりそれです﹂

のがそんなに面白かったかい？﹂

﹁なんだ︑まだ馬鹿にしたりないのか？

そのまま誤解されたままではいけない︒私は急いで田中さんの前に走り込む︒

に力が入ってくる︒

動揺している私を一瞥して田中さんが背を向けた︒怒りがこっちに伝わるほど肩

だが︑今回は想定外だった︒

あるあるだからだ︒

ときの常套句︒それは沖縄にいるときから知っていた︒母親の代から語り継がれる

本来︑沖縄では褒め言葉であるはずの﹁上等﹂は東京ではヤンキーが喧嘩を売る

私は営業部に配属された︒本来は企画部を希望していたが︑企画部を希望する社

員は最初の最低一年ほどは営業職を経験するというのがこの会社の慣例になってい

た︒
私は午前の新人研修を終えて︑同期入社の女子社員の有野さんと昼食を食べてか

ら︑まだほとんど何も置かれていない自分のデスクへと戻った︒
目の前には五年ほど先輩の田中さんが座っている︒最初は気むずかしそうで話し

づらい雰囲気の人だと思っていたが︑話してみるとそうでもなく笑顔が素敵な人だ

った︒
田中さんはすでにパソコンを起動させて仕事を始めていた︒
目が合ったので軽く会釈をしてデスクへ座った︒
午 前 中 の 研 修 の 緊 張 と 疲 れ が 出 た のか私はいつの間にか︑うつら

席が隣の有野さんが私の肩にツンと指で触れて起こしてくれた︒

うつらとしてしまった︒

あ︑うん︑もう少しだけ﹂
……

おおしろひそか

次回は﹁ウフアミ／大雨﹂お楽しみに！

﹁ほんと︑ずっとニーブヤー何だから﹂

﹁

﹁ねぇ︑もうすぐ夕方になっちゃうよ︒まだ寝るの？﹂

私のすぐ横からは寝息が聞こえる︒浅い静かな寝息だった︒

また暖かな風が部屋に入ってきた︒

そんなたった一瞬の過去の夢を私は見た︒

それから私たちは徐々に仲良くなり︑仕事以外でも一緒にいる時間が増えた︒

田中さんはそう言って微笑んだ︒

﹁仲村渠さんって面白い人だね︒何だか部長に言われたときより目が覚めたよ﹂

私が頭を下げると田中さんはすぐに頭を上げさせた︒

﹁えっと︑その︑はい︒そうです︒ごめんなさい︒つい方言が出てしまいました﹂

をわざわざ僕に伝えにきたのか？﹂

﹁鈍いじゃなくて︑ニーブイ？

その︑えっと︑田中さんも眠かったのかなーって﹂
…

てしまったとき︑実は一瞬寝てしまったんです！ それで

﹁鈍い︑じゃなくて﹃ニーブイ﹄です︒沖縄の方言で﹃眠り

有野さんは一瞬だけ目配せをすると︑自分の研修資料に目を落と

﹁あ︑ありがとう﹂

話ニ ー ブ イ

﹄とか﹃居眠り﹄とかそう言う意味です︒私も田中さんが寝

第

﹁いいよ︒気をつけて﹂
した︒
気付くと目の前のデスクにいる田中さんも目を閉じていた︒
頭をゆらゆらと揺らしながら口が半開きになり始めていた︒
一番奥に座る部長の荒い声が飛んだ︒一瞬で全身を真っすぐに伸ばした田中さん

﹁おい︑田中！ そんなに眠いなら顔でも洗ってこい！﹂
が起きた勢いで席を立った︒
﹁何度も言わせるな︑早く顔を洗ってこい﹂部長は顎で指示した︒
いたたまれない雰囲気の中︑田中さんは席を後にしてそのままトイレへと向かっ

﹁はい︑すみません﹂
たようだった︒私はその姿を見て思わず自分も用がある素振りをして後を追った︒
足早に︑だが力のない歩幅で田中さんが通路を歩いている︒
足が止まって振り返る︒思いも寄らぬ声に驚いた表情をしていた︒

﹁田中さん﹂
リさん﹂
﹁ああ︑えっと︑ナカダカ ……
﹁ナカンダカリ︑です﹂
﹁あ︑ごめん﹂
﹁田中さん︑ニーブイしてたんですね﹂
？ 何だよ急にそんなこと！﹂
﹁え？ 鈍いんですね ……
突 如 ︑ 田 中 さ ん が 顔 を 赤 く し て 怒 りだした︒私は何が起きたのか分からなかっ た ︒

コントとコントと
ゲストとトークと

第６回 ガレッジセールの
ちょっとし た ライブ

琉球交響楽団
年振りの新作をリリース！

琉球交響楽団
﹃沖縄交響歳時記﹄

くわっち ー 家
日本橋

日︵金︶ 時頃〜

お笑いライブ

◇２月

◇３月

日︵土︶ 時頃〜

沖 縄 音 楽・お 笑いを 取 り入 れた

〟
お 笑いコンビ 兜 蟹 〟さんの三 味 線と
ライブです︒興 味のある方 ︑お 近 くに
当 店 自 慢の料 理 と 共に お 楽 しみください︒

お 越 しの方 ︑ぜひぜひ御 来 店 頂 き

アルバム発売コンサート

日本乃音選曲集

20 日（土）20 時〜 新潟市内にて

■お問合せ・予約

新潟伊勢丹沖縄展出店

03︵5651︶1827

世良利和 著

沖縄映画史アナザー・ストーリー
戦前戦後を通じて︑沖縄での製作や撮影が予定されていな

世界の山ちゃんと ASOVIVA☆NIGHT
in 唐津＆オープンマイク大会開催

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︒

検索

Fax：098-958-3225

6
ASOVIVA‐アソビバ‐ 三線

（instagram：@garagesale1995／twitter：@gorikawa1995）

7

がら実現に至らなかった映画が多数存在する︒表舞台に出

☆恒例の帯広開催

2020年4月6日
（月）
琉球交響楽団創立20周年記念コンサート
東京・サントリーホール
18：15開場、19：00開演
客演：辻井伸行（ピアノ）
Tel：098-958-7750

沖縄の戦前戦後 芸能裏話が詰まった

電柱通りにある沖縄の出版社

アルバム、
曲解説付き
収録時間 48:08
3,000 円 ( 税抜 )
2020.3.4. 発売
営業時間 年中無休 営業時間 9 時〜 18 時

13 日（金）20 時〜 市内沖縄居酒屋にて

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
ズでデビュー︒その他︑チャット小説アプリ﹃ peep
﹄︑ＤＭＭノベルア
プリ﹃ TELLER
﹄のライター︒ゲームシナリオライター︒

ボーダーインク の 本

﹃外伝 沖縄映画史
幻に終わった作品たち﹄
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

2020年4月3日
（金）
東京サントリーホール公演壮行コンサート
沖縄・浦添市
アイム・ユニバースてだこホール
連絡先

ることなく消えていったこれらの作品から︑製作の裏事情

ASOVIVA 全国＆海外催事情報 - 3 月 -

14 28

や思いがけない人間関係︑世相や社会情勢が見えてくる︒

http://www.borderink.com

沖縄料理店オススメ情報！

膨大な資料を渉猟してきた著者がスポットを当てた︑もう

ボーダーインクの本は、ホームページから購入できます

日程 ３月 28 日（土）公開予定
会場 ポレポレ東中野
公式 HP www.chimugurisa.net

﹁先輩に向かって鈍いってなんだ！ わざわざ馬鹿にするために追いかけてきたの

沖縄タイムス社主催の総合美術展です。絵画・版
画・彫刻・グラフィックデザイン・書芸・写真・陶芸・
漆芸・染色・織物・ガラス・木工芸の全 12 部門
に及ぶ約８００点の作品が一堂に展示されます。
ワークショップや作品解説会などのイベントもあり
ますのでぜひご来場ください。

か！﹂

第 72 回 沖 展

2019年8月
沖縄県南城市シュガー
ホールにて録音

世界の山ちゃんと ASOVIVA☆NIGHT
in 新潟＆オープンマイク大会開催
〒904-0324 沖縄県中頭郡読谷村長浜 815-3

19 日（火）~ 24 日（日）

-NIPPON NOTE SONG
SELECTION￥3,000（税抜）

ドキュメンタリー映画
ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記

15

定価 1,320 円 ( 内税 )

29
沖縄のフリースクールに通う 15 歳の少女
の日常を追ったドキュメンタリー映画。石
川県出身の坂本菜の花さんが同じ学校に
通うお年寄りとの出会いや経験を通じて感
じた日々の出来事を故郷の新聞コラム「菜
の花の沖縄日記」に書き綴りました。少
女の目で見た沖縄の現在を映し出します。
日程 3 月 21 日（土）〜4 月 5 日（日）
会場 ANA RENA 浦添
（浦添市民体育館 )

沖縄の四季折々の風物、風景を詩情豊かに伝える交響組曲！
全楽章、本作のための書き下ろし新曲！
大友直人指揮／萩森英明作曲
☆今年は 3 月！新潟開催
49

日程 ３月７日（土）
会場 本女子大学目白キャンパス百年館
低層棟 5 階 506 教室
日程 ３月 1４日（土）
会場 石垣島 底地ビーチ

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。
ひとつの沖縄映画史︒

65

独自の染織文化を持つ沖縄から研究者を招き、自然布
について考えるシンポジウムです。宮古島の苧麻布文
化をめぐる体験学習や、芭蕉布に残された先人の知恵
などの講義を行います。

日本の最南端に位置する八重山諸島に
て、今年も一足早い夏の訪れをアピール
する海開きが行われます。当日は海の安
全祈願を行うとともに、第 41 代ミス八
重山の発表のほか、郷土芸能やお笑いラ
イブなどが開催されます。

日時：3/30(月) 19:00開場／19:30開演
チケット料金：前売2,500円
会場：新宿ハイジアV-1（新宿区歌舞伎町２丁目４４１ハイジア）
ゲスト：未定
内容：ガレッジセールのコント２本＋スペシャルゲストとのトークコーナー
＋劇団川田公演
※追加情報はガレッジセールSNSよりお知らせ致します。
住所

イオン唐津沖縄フェア出店

、
14 日（土） 15 日（日）

21

被服学の担う新しい役割
〜自然布の温故知新〜
日本最南端！八重山の海開き
2020in 石垣島

20 20

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

３月 の 沖縄オススメ情報♪
沖 縄県内

!!

﹃ う る ま 市の 地 名 ﹄
と 掛 け ま して
﹃ すべり 芸 人 ﹄
と解き ます
その 心 は ？
﹃宇堅 ウ
( ケん ！ ﹄)

がんばれ！沖縄の豚肉

﹃県産豚肉﹄
と 掛 け ま して
﹃ ス ポ ーツ ﹄
と解き ます
その 心 は ？
﹃部位 V
( が)いい﹄

ケーシーさんの連載は今号で最終回です︒
ウチナーなぞかけのパイオニア ケーシーさんを
これからも応援します！

﹃首里城﹄
と 掛 け ま して
﹃ 中 国 で ︑ま た 逢 う 日 ま で ﹄
と解き ます
その 心 は ？
﹃再建 再
( 見 ﹄)

なぞかけ名人 ケーシー の
の
縄
沖
うちな〜なぞかけ

宮里英克 の

今号でJJさん、ケーシーさんの連載が終わります。3年間のJJさんの連

載の中で快挙とも呼べる活躍を目の当たりにしてきました。夢へ向かっ

てグイグイと進むJJさんにパワーを頂きました。ありがとうございました！ケーシー
さんも沖縄でオンリーワンのなぞかけ名人として、一段一段階段を登っています。ケ

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！

沖縄ファンに直接 届きます。
お気軽にお問 合せください。

ーシーさん応援してます！

一度しかない人生。悔いのないように生きるというのは簡単ではないかもしれないけ
れど、誰かのせいや、時代のせいにはしたくないと僕は思っています。うまくいかな
くて悔しい思いをしても意地でも笑って頑張っていたら、きっと引き上げてくれる人
が現れます。新しい環境へ進む方も多いかと思います。不安なこともあるかもしれま
せんが、大丈夫！「まくとぅそーけーなんくるないさ」ですよ ^̲^

最新号をいち早く確実に見れるLINE公式アカウント

『ハイサイ！ウチナータイム！ファン倶楽部』

LINE ID

@949gagmw

ご注意

広告掲載１万円から！
！

編集長通信

３月。新しく羽ばたくための、お別れの季節でもあります。

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

