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シーサー玉城

沖縄県八重瀬町出身、復帰っ子。

関東を中心に活動する沖縄ポップスユニット・イチャリバーズのボーカル、イベント司会、川崎ＦＭ
「琉球リミテッ
ド」のラジオパーソナリティ。そして、2020 年の２月に銀座で個展を開催し、画家としての活動も始めた。見て

いるだけで楽しくなる絵を目指し、沖縄の自然の豊かさと命の美しさ、光を描こうと奮闘中。過去には、ダイビン
グスタッフ、劇団の歌のお姉さん、結婚式の司会、漫才の舞台などの経歴もある。またラジオ沖縄の「ハイサイ！
藤木勇人のヤマトｄｅ沖縄タイム！」のアシスタントに 10 月から返り咲き。
シーサー玉城 oﬃcial ホームページ

http://seasatamaki.fun

Youtube「シーサー玉城チャンネル」も始めました。

そして毎年司会を務めている「鶴見ウチナー祭」を 11 月 8 日 ( 日 )、オンラインで開催します。
Youtube のチャンネル登録もお願いします。ぜひ、一緒に楽しみましょう！

オキナワをもうちょっと知りたくなる フリーペーパー

いつもの美栄橋の居酒屋で一人飲んでいると

１９５３年生まれ︒
フリーランスフォトグラファーとして出版を中心に数
々の仕事をこなしながら︑自然や歴史をテーマに数多くの写真展を催して
いる︒１９７０年代から９０年代にかけて人気を博したカウンターカルチ

れが精一杯の弔い方だったのかも知れません︒

積んだ質素なお墓です︒当時の離島としてはこ

の墓﹂
の案内板が見えてきました︒瑠璃色の美

道をレンタサイクルで回っていると
﹁安里クヤマ

統芸能が奉納される祭りということです︒
ここ

暦９月の庚寅︑辛卯の二日間を中心に神々へ伝

日本最南端のお寺
﹁喜宝院﹂
に併設されている

チとして紹介されていることも多いのですが︑

電子書籍レーベル
『ハイサイブックス』創刊！

第１弾は
「琉球古道を歩く」

テーマとして沖縄本島の東西南北に足を運び写真に収

琉球王朝時代に作られた6本の
「宿道」(スクミチ)を中心

め、沖縄の歴史に埋もれ忘れられた遺跡、世界遺産、生

活に根ざした拝所などを体験をもとに記録しています。

2019年4月からの連載1年分を大幅に加筆、写真も増

富山義則
フォトグラファー

た役人がクヤマに一目惚れして求婚を断わられ
とはいえ︑目の前に広がっている美しい海は羨

とでした︒﹁ヌヌシャー﹂
は布を洗うという意味

富山義則

竹富島を歩く

てしまうクヤマとのやり取りを面白おかしく
ましい限りです︒
自分もこんなところに眠れた

り薩摩が琉球に侵攻して支配を始めると当然

ということでした︒
遠浅の岩場が広がっている

富町のホームページによると竹富島には
﹁かし

で行われている踊りもその中の一つでした︒竹

えて単行本として電子書籍化。

１６年には︑２００８年に生産が中止となった期限切れのポラロイドフィ

ュアを代表する﹁別冊宝島﹂の表紙や﹁田舎暮らしの本﹂などを手がけ︑２０

唄っているそうです︒当時の八重山や宮古島な
らとつい想像してしまいました︒

民族資料館を訪ねた際に︑
上勢頭館長から
﹁竹
浜の風景から洗濯板を連想したのかなと思い

くさやうつぐみどまさる﹂︵一致協力すること

琉 球 古 道 を 歩く

ルムを使った写真集を出版するなど︑この斬新な試みも注目される︒

話でしたが︑
いつしか八重山民謡の話になり︑

は八重山と宮古島と那覇のそばは違うという

どの離島は人頭税など重税に苦しんでいたか

竹富島にはコンドイ浜という真っ白でサラサラ︑

富島を紹介するときには地元で使っている名
ましたが︑
本当に布を洗っていたのかもしれま

安里屋クヤマ

竹富島の郵便局前には懐かしい丸型の
ポストがあった︒

島の一周道路︒白い道は月夜の晩なら
灯りいらずで歩ける︒

ながら八重山も薩摩に支配されていくのです
ら想像していたよりも寂しい︒琉球石灰岩を

八重山には歌い継がれている民謡が多いのだ
ら︑
さぞかしクヤマのヒジ鉄は庶民から喝采を

フカフカの砂浜で遠浅が１キロ以上続く自然の

称を使ってください﹂
とお願いされていたので︑
せんね︒
集落から近いので島人の生活の浜とい

本になっているそうです︒

が大切︶
という言葉があり︑島人の考え方の基

境︑
伝統をみんなで守っているのは元々このよ

琉球石灰岩の石を積んだだけのお墓だが海の色が印象的だった。

安里屋クヤマ之墓
水牛に引かれて観光客を案内する
牛車から三線の音色が。

しい海のすぐそばに墓はありました︒
残念なが

そうです︒﹁安里屋ユンタ﹂
もその一つで︑
この唄

竹富島にお墓があるというので︑
石垣島の離

ここでは
﹁コンドイ浜﹂
で紹介します︒
安里クヤ
うことでしょう︒
この浜は西桟橋につながって

うな考え方が根付いていたからなのでしょう︒

コンドイ浜名物のパーラーだ。

が︑
この唄は 世紀に琉球王府から派遣され

は実話で琉球王朝の統治と関係があったと言
浴びたに違いありません︒離島の反骨精神の象

友人が現れて八重山の話を始めました︒
初め

います︒
この話に興味をそそられたので早速八
さてせっかく竹富島に来たので私が日本一と

島ターミナルから竹富島に渡ります︒
高速船に

徴として唄い継がれているのも解る気がします︒

﹁安里屋ユンタ﹂
は安里クヤマという竹富島
ビーチがあります︒
ガイド本にはコンドイビー

重山に行くことにしました︒

で生まれた絶世の美女の事を唄っていました︒
乗りわずか 分で到着です︒
のんびり海沿いの

思っている島のビーチを紹介したいと思います︒

世紀の初頭に八重山は琉球王朝の支配下に

マの墓からも近いので竹富島に行くならここ
いるのですぐわかります︒

なり統治されるようになります︒ 世紀に入

ーチです︒
また隣のカイジ浜は遊泳禁止ですが

は絶対に外せません︒
それほど気持ちの良いビ

残念ながらこの日は日帰りで石垣島に戻り

なるほど竹富島が便利さよりも島の自然環
夕日を眺めるのは次の機会にとって置く
ます︒

次回は八重山諸島まで来たので︑
西表島を
歩きます︒

種子取祭

竹富島の格言を刻んだ石碑。

星砂が探せます︒
コンドイ浜ほど砂浜が美しい
売る小屋があったり︑
猫が昼寝していたりのん

わけではありません︒
が︑
こちらにはお土産を

見がまとまればみんなが一致協力して竹富島

たくさんの話し合いを島人がしていく中で意
の今を作り上げていったのですね︒島ののどか

ことにします︒
港へ向かって島の中通りを歩い
が現れました︒
上勢頭館長から
﹁今日は種子取

とに気がついた島人たちを尊敬するしかあり

な雰囲気と自然は何にものにも代えがたいこ

ていると太鼓を打ち鳴らしながら歩く三人組
祭
︵タナドゥイ︶
の日だから島は賑やかだよ﹂
と

びり過ごせます︒
ただし時々観光客ご一行が星

聞かされていたので︑船の出港時間は気になり

砂目当てに押し寄せる時もあるので要注意で
前述の上勢頭館長から紹介された浜が
﹁ナ

ながらも彼女たちの後についていくことにしま

竹富島

す︒
ーの浜﹂
︑﹁ヌヌシャーの浜﹂
です︒
竹富島の方言

した︒
ほどなく広場に着くと着物姿に鉢巻︑手

星砂海岸

ません︒

で
﹁ナー﹂
は西という意味だそうです︒
竹富島の

にはうちわを持ったオジィやオバァ︑青年もが

カイジ浜

¥800（税別）
フォーマット：Kindle版

10

次々に集まってきて踊りを始めました︒毎年旧

種子取祭

アイヤル浜

盆踊りのように単純な動作を繰り返す踊りだった。 集落の中を太鼓を打ち鳴らしながら歩く
三人組

種子取祭

東岬
八重山郡
竹富町

ンブル展望台

コンドイ浜

星のや竹富島

沖縄の自然の中に残された琉球王国の遺跡を巡り歩く

写真・文

18

西桟橋 夕日の名所ということで日没が近づくとだんだん観光客が増える。

紹介マップには西桟橋とあります︒
ここが夕日

西桟橋

ナーラサ浜

を見るスポットとしてお勧めの場所というこ

西表島

竹富郵便局

竹富小中学校 文

竹富港
ビジターセンター

美崎御嶽

ヌヌシャーの浜

喜宝院

なごみの塔

安里屋クヤマの墓

伝統的建物保存地区の全景。

17

16

島の西側の周回道路横に簡単なガイド表示があった。

太鼓の音を合図に老若男女が集まってくる。

19.
竹富東港の風景、観光客がひきも
切らない人気の島とわかる。
勢いよく水しぶきを上げながら
高速艇が八重山の各島に向かう。

琉球古道を歩く

石垣島

大城密先生のYouTubeチャンネル

あれはまだ数年前の出来事だ︒
私は久しぶりに沖縄に帰省した︒そのときの帰省は
親族の法事のためのものであったが︑せっかくの帰省
ということもあり︑一週間ほど滞在する予定だった︒
帰省して三日目の夜︒友人が那覇に開店した飲食店
を別の友人と訪ねることにした︒
開店してまだ一か月と聞いていたので開店祝いを準
備した︒
高校を出てすぐに上京した私の地元の友人はその時
代で止まっている︒懐かしい顔ぶれと一緒に昔話で盛
り上がった︒
料理も美味しく酒もかなり飲んだ︒店はまだ知られ
ていないせいか客は疎らだった︒
楽しい時間はあっと言う間に過ぎた︒
帰り際に店の店主である友人が﹁どうだ？ どんな
か？﹂と私に不安げに聞いてきた︒
私は最後に店内を一通り見回すと︑﹁大丈夫︒上等
だよ﹂と言った︒
時刻は午前零時を過ぎていた︒私と友人は店を後に
した︒
私は歩いて二十分ほどの場所にある那覇のホテルに
宿を取っていたが︑一緒に飲んでいた友人の自宅は少
し遠い場所にあった︒

不覚にも中にいる女性を想像して胸が高鳴ってしま
った︒

第 話

辻

タクシーで帰るという友人︒途中まで一緒にタクシ
ーに乗っていこうと言ってくれた友人の誘いを断り︑
私は酔い覚ましに歩いて帰ることにした︒

深夜だったが街はまだ明るい︒元々地元もこのエリ
酒も入り古い友人にも会えた︒懐古に浸る私は気分

アから近い私の目に懐かしい景色が目に入ってきた︒
良く︑かなり遅い足取りで歩いていた︒
もう少し歩くと高校時代に自動車免許を取るために
通った自動車学校がある︒その場所を目的地にして歩
いてみようと思った︒
そんな私の背後から気配がした︒時間は深い︒男で
あっても急に背後を取られるのは怖い︒咄嗟に振り返
そこに立っていたのはハワイアンドレスのムームー

る︒
のようなたっぷりとしたワンピースを着ている老婆だ
った︒

黄色い下地に大柄な花模様︒まるで闇に紛れるのを
拒絶しているような服だった︒
﹁お兄さん︒カワイイ子いるよ﹂
老婆がニヤリと笑い深い皺を歪めた︒上の前歯が二
本なかった︒歯並びが以上に悪く歯が二重になって生
えているように見える︒肌は浅黒くファンデーション

おおしろひそか
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
﹄︑ＤＭＭノベルアプリ﹃ TELLER
﹄のライター︒
リ﹃ peep
ゲームシナリオライター︒

きょろきょろと視線を動かしながらやたらとゆっくり

場所だった︒
歩いている私を見つけた目の前に老婆は︑私を遊び相手
の女を探している客候補だと勘違いしたのだろう︒
﹂
﹁そうかここは辻か ……
辻と呼ばれる地域は沖縄でも有数の風俗街だ︒戦争の
空襲によって焼失するまでは遊郭なども存在していた︒
私は夜の街で女を買うことなどしない︒ただ地元だけ
突然の思わぬ問い掛けに一瞬怯んでしまったが︑同時

に情報としては十分すぎるほど知っていた︒

にもう少し老婆の話を聞いてみたいという好奇心に駆ら
れてしまった︒
老婆の卑下た笑みが私の胸を刺した︒

﹁すぐそこにいるよ︒顔見て決めたらいいさ﹂
店はどこにあるのか見たが辺りにはそれらしい店はな
かった︒
﹁すぐそこってどこですか？﹂
﹁あい︒そこさ︑そこ﹂
老婆が指差したのは車が十台ほど止められるような駐
車場だった︒
私は言われるがままに老婆の後についていった︒

﹁兄さん︑着いておいで﹂

ゴンカーだった︒窓はスモーク加工されていた︒

老婆が近づいていったのは黒いファミリータイプのワ

っている石の種類は分からない︒

車の中に？﹂
﹁ ……
老婆が手を触れなくともドアが開いた︒中にいた人間

が粉っぽく浮いている︒指には太い金色の指輪︒はま

老婆のその一言で私は全てを悟った︒

﹁どうね︒カワイイ子いるよ︒若いよ﹂
が開いたのだろう︒

った四角く青白い光が彼女達の顔を下から照らしてい
﹂
﹁一番後ろにいる女性は ……
私はそう言いかけて止めた︒

﹁ん？

ーー時を越えてすれ違う二人に涙する︑せつない青春小説

元の世界に戻るために必要なのは︑︿運命の出会い﹀

夏 ︑君 と運 命の
恋 を する
は ずだった

私が歩いていたのは那覇市の風俗街の中心区に近い

ている︒
しかし老婆も二人の女性達もその存在には気付いて
いないようだ︒

た︒

﹁やっぱり今日はいいです︒飲み過ぎてしまったよう

発売日 2020年07月16日

中にいたのは二十代半ばくらいの女性が二人︒二人

﹁車の中で商売してるんですか？﹂

「小説とコミックを同時に楽しめる！ 新しい読書体験しませんか？」新感覚ノベルコミック

ともつい今までスマホを弄っていたのだろう︒手に持

﹁まさか︒ここは待機場所さ︒この近くのホテルに移

大城 密︑雨宮 黄英︑小狐 裕介

スマホでバズった 怖い話 １
著

︵Ｄｒ．ｐｅｅｐ︶︑
大城 密︑大石 ロミー
ｃｈｅｅｅｒｙ︑小狐 裕介

スマホでバズった 怖い話 ２
著

講談社

お二人ですよね？﹂
﹁女の人は ……
私を入れたら三人だけどね﹂

動して﹂

あの女はこの世のものではない︒それは間違いなか

私はそそくさと駐車場を後にした︒

﹂
で
……
﹁あい︒
だらしないね︒
こんなカワイイ子目の前にして﹂

老婆は事もなげに言った︒
誰でも利用可能なコインパーキングで待ち合わせる

っ た︒こんなタイミングで見えてしまうなんて油断して

なんて明らかに違法だろう︒
﹁多いときは女の子四人くらいいるんだけどさ︒今日
いた︒

がバタバタと暴れている様子が浮かび上がっていた︒

スモークが掛かったバックドアガラスには︑あの女

る︒

あの黒いワゴンカーの前で老婆が煙草を吹かしてい

駐車場を出て一度だけ振り返った︒

一気に酔いが覚めた︒

ないが︑
私はそれを解明したいなどとは思わなかった︒

あの女がどんな理由であの車内にいるのかは分から

は二人だけ︒どちらを選んでもいいよ﹂
老婆に言われて女性の顔を見ると二人とも愛想良く
笑顔で会釈した︒
女性達の雰囲気からかなり慣れた様子だったことに
驚いた︒
辻には通常の風俗業も多いが︑裏の風俗業も多いと
聞いたことはある︒しかしそれをあの辺りにするのは
初めてだった︒
﹁どうする︑どっちの子にするね？ もし良かったら
私でもいいよ︒昔はこの子達より可愛かったよ！﹂

次回は﹁アシバー﹂お楽しみに！

大城密先生の新刊
Kumy's Okinawan Food & Life Style

老婆の冗談に女性達は﹁また同じ事言ってー﹂と笑

お願いします︒

監修 : 玉城 久美子 先生

った︒客をリラックスさせるために毎回言うお決まり
のセリフなのだろうと容易に想像がついた︒
私は車内に別の気配を感じた︒五人の乗りの車内︒後方

暗がりの湿った車内︒
には大きな荷物を収納できる部分がある︒

旨うま汁なし坦々沖縄そば

角川文庫
第1弾、第2弾同時発売！

後部座席に座る彼女達のシートの後ろから視線を感じる︒

銀座わしたショップで
人気の食材を使った手軽で
美味しいアレンジメニューの
レシピ動画も！

発売日 07月27日

講談社
発売日 07月27日

私はその異様な視線の鋭さに違和感を覚える︒
後部にある収納部分には女性が一人いた︒強烈な視
線で私を睨んでいる︒

銀座わした
ショップ
チャンネル !

4
5

いや︑違う︒
彼女の視線は私を通り過ぎて背後にいる老婆を刺し

『peep premium series』創刊！ 250万DL突破の大人気アプリ
「peep」の人気コンテンツ

を、小説とコミックを合わせた新形態シリーズとして書籍化！ スマホで100万回読まれた、

あなたの隣に潜む恐怖の物語！
！ 穴の中に潜む女の目がどこまでも、追いかけてくるー。

（「マンホールから覗く女」大城密）読んだら最後、
日常に戻れなくなる
「バズ怖」
シリーズ
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ご登録よろしく

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。
「ひみつ酒場」

今年はコロナ禍のせいか季節感の変化をあまり感じ
なかった︒
自粛して家に篭っていたせいだろうか︒
季節を盛り込んだシマウタに目を向け行きたい︒
ま
ずは
﹁秋﹂
から︒
﹁秋の踊り﹂
という人気のある舞踊曲がある︒
歌詞は
標準語で七五調の
﹁長歌﹂
だ︒
空も長月はじめ頃かや 四方のもみじをそめる時雨
にぬれて牡鹿のなくもさびしき 折りにつげ来る 雁の
初音に心うかれてともにうちつれ出づる野原の桔梗
苅萱 萩の錦をきても見よとや招く尾花が 袖の夕風
吹くも身にしむ 夕日入江の海士のころもや棹のしず
くに袖をぬらして 波路はるかに沖に漕ぎ出で月は東
の山の木の間に今ぞほのめく
この歌詞に盛られている秋の情景は沖縄のとは少し
違っているように思うのは当然で︑本土の沖縄研究家田
島利三郎さんが明治 年頃に作った歌詞だといわれて
いる︒
雁
︵かり︑
がん︶
は渡り鳥で冬を日本で過ごすが沖
縄まで飛んで行ったという話は聞いたことがない︒
沖縄はもともと
﹁秋﹂
という季節が短い︒
年平均気温
は 度を超え︑
秋冬になっても昼間の気温は高い︒
本土では視覚的に山の色がガラリとかわって紅葉し
ては落葉する景色が秋の到来を実感させる︒
でも沖縄
には
﹁紅葉﹂
する植物はほとんど無い︒

第四十四回

シマウタと四季
~秋~

︵歌意︶秋は野山の紅葉に 咲き誇る菊の花
色は美しく匂いの香り高いことよ 実に見事であ
るぞ
戦後の沖縄民謡の大御所小浜守栄さんが作られた
﹁
四季の喜び﹂
の三番の歌詞だ︒
﹁ほら紅葉はあるじゃないか！﹂
と言われるかもしれ
ないが︑
この歌で
﹁紅葉葉﹂︵むみじばー︶
とは
﹁もみじの
木﹂
やカエデではなく︑
紅葉して真っ赤になるリュウキ
ュウハゼか街路樹に多いクワディーサーか︑
なのだ︒
クワ
ディーサーは赤茶色に近い︒
沖縄には
﹁紅葉﹂
する植物
が無いわけではないが︑
ほぼこれだけなのだ︒

琉球国の尚穆王はこんなウタを詠んだ︒
秋の野にのがす鶯のほける春の面影の残てをため
︵歌意︶秋の野原にどうして鶯がさえずるのか 春の景
色が残っていたからだ

た る ー ︵関
洋︶

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︒
広島で三線教室や﹁ YOU
果報バンド﹂を主宰︒

1609年の薩摩藩侵略により殺戮で血に染まった沖
縄を嘆き︑
大和人を恨んで風刺している︒
さて秋になると紅く咲くのは彼岸花もそうだ︒沖縄に
もあちこち咲いている︒
もちろん白や黄色もある︒
こちら
を詠ったウタを調べたが見つからない︒
そこで恥ずかしなが
ら小生がウタを詠んでみた︒
秋なりば赤く咲ちゅる彼岸花 夏冬ん知らん 誰が為に
︵秋になれば赤く咲く彼岸花 夏も冬もしらないで散る
短かい命は誰の為に︶
咲ちょる花赤さ 我身ぬ思い色 ひじゃみてぃる里に思い
くがり

︵咲いている花の赤いことよ！私の思いを表わしたよう
な色 離れているあの人に思いを焦がしたような色︶

︵私は彼岸花 奥山に一人花を咲かせ あの人がいつかく
る日をまちわびて︶

わんや彼岸花 奥山一人咲ち 里がめる節や 何時がやゆ
ら

真っ赤なハイビスカスやブーゲンビリアがいつでも咲
き誇り︑
年中あちこちに花が見られる沖縄ではウグイ
スでさえ季節を間違えるというわけだ︒
たとぅい節変わて花絶いてうてん くま暮らし我んね待
ちるさびる

たかやまあつこ

次の四季は
﹁冬﹂
を見てみよう︒
︵参考文献 ﹁琉歌大観﹂
島袋盛敏著︶

︵たとえ季節が変わり花が枯れてもここに暮らし私は待
ち続けております︶

それでも紅葉
︵こうよう︶
を詠ったウタは少なくない︒
その中に少ないが恨みのウタもある︒

沖縄秋山や紅に染めて大和吉村のお茶の遊び
︵歌意︶沖縄は秋の紅葉で紅くなった山のように血に染
っているが︑大和人の吉村という人間はお茶遊びに興じ
ている︒

高山 厚子

キビ糖小匙１、塩少々、
ごま油大さじ４〜５、

秋や野山ぬ紅葉に 咲ちゆ福ゆる菊ぬ花
色ぬ美らさや匂い秀らさ さてぃむ見事さみ

回

１９４３年沖縄県旧羽地村︵現在名護市︶生︒
名護高校︑琉球大学卒︒元東京都小学校校長︒
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

おにぎりにして
︵海苔巻きとレタス巻き︶
形も色々に︒そのままラップして冷凍︒

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

②調味料・・・固形コンソメ２粒、つゆの素大匙３，４杯、

空飛ぶあっちゃんの
第

るんで熱々をいただくときの幸せ感が昨日のように思

①お米４カップを洗って分量の水をやや少なめに入れておく

自由発想沖縄料理
〜食は笑顔を運び心を紡ぐ〜

い出される︒

がね︑取り合いでしたよ︒
バナナの葉やサンニンの葉にく

当たり前のファッションになった︒
料理も時短料理︑
火

コロナ禍で︑
マスク︑
フェイスフィールド着用が︑
今では
を使わない料理などがユーチューブなどで人気だ︒

豚肉や蒲鉾など︑貴重な品など使用するので主に行

春巻きの皮にくるんで野菜を
添えて。

事食やお祝料理に使われていたものです︒当時は︑米も

ぼろぼろジューシーと呼ぶところもあるが︑
我が家

炊きあがったクワアジューシーは、
そのまま食べて良し。残ったら、おにぎりにして

家に籠りがちな日々︑
沖縄の料理もね︑
時時短理や

では︑
じょろじょろジューシーと呼んでいたさ︒
お米は

冷凍保存し、
アレンジ自由自在でどうぞ。

火を使わない料理に色々変化できますよ︒
料理はママゴ

冷凍庫に︑
過日作って冷凍していたサツマイモ入りク

少し︑
水はたっぷり︒具材を入れて︑
ゆっくり煮詰める

炊き終わったら、
ご飯を混ぜながらゴマとゴマ油大さじ２，３杯入れ、軽く混ぜる。

豚肉も貴重品でしたから︒
ヤワラジューシーは︑
普段から︑
どこの家でも食されてい

ファジューシーが保存してあった︒﹁良し﹂
と︑
レンジで解

と︑体が温まったの︒

たよ︒

凍し︑
器に入れ︑
人参シリシリを上に散らし︑
更に︑
とろ

フーチバー︵ヨモギ︶
ジューシーや︑
カンダバー︵サツマイ

①全ての具材は小さく切っておく。

②材料の①に②と③を全て入れ、かき混ぜ、炊飯器をスイッチオンするだけ。

ト気分で︒
アレンジしてまた楽しからずや︒
お試しあれ︒
今日は︑
不意にランチが食べたいとメールあり︒
訪れ

けるチーズをのせて︑
ラップして用意︒
客が来てからレン

モの柔らかい葉︶
ジューシー︑
イチョーバジューシ
︵うい

夫と二人きりの生活︒
お米を炊くときは︑
いつも︑
５カ

≪作り方≫

ベーコン３〜４枚、
サツマ芋中四分の一

炊飯器いっぱいのサツマイモ芋入り
クファジューシー
エノキ二分の一袋、竹輪２本、だしがしみた刻み上げ油揚げ（片手に乗る位）
、

る人を拒まずの私︒

どころか︑
美味しさ抜群じゃよ！︒

高山流自由発想クファジューシーアレンジ編の始ま

んだねえ︒
さあ︑
その知恵︑
いただきましょ！

沖縄の人って︑
今あるもので︑食を楽しむ習慣がある

独特の野菜の風味も加わってね︒面白でしょ？

きょう︶
など︑
など︑入れる野菜によって名前が変わり︑

ジでチーンすると︑
クファジューシドリアに変身︒
時短

さて︑
クファジューシーって︑
なあ〜に？
沖縄の炊き込みご飯のことですよ︒
クファというのは
ヤワラ
︵
固いという意味さ︒柔らかく炊き上げたものは︑

ジューシっていうのよ︒
柔らかい︶

ップ炊き︑
おにぎりにして冷凍保存しておく︵白米も︑

り︑
はじまり︒

供える夕食はウンケー
︵お迎え︶
ジューシーというの︒
豚

旧暦のお盆の初日は︑
ご先祖様をお迎えし︑
お仏壇に

クファジューシーはね︑
沖縄の行事食の一つなんだ︒

肉︑
かまぼこなどを入れたクファジューシーだ︒

炊飯器を使わないので電気代も節約︒

クリ飯も︑酢飯用ご飯も︶︒
ですから︑
一週間に一回しか

≪材量≫

28

実は︑
多量に炊くのです︒
我が家では︑
今でいうと︑

白煎りゴマ適量。胡椒適量（好みでお酒少々）

③具材・・・ツナ缶大１、ニンジン小二分の一、玉ねぎ四分の一、

26

20

カップ
︵２升︶
を大きな羽釜で炊いていたわ︒
そのおこげ

高山流クファジューシーの材料は、11月なので、サツマイモ加えて

6
空飛ぶあっちゃんのブログ
沖縄料理発信中

7

20

卵を加えてチャーハンに。
これをレンジでチーンすると
ドリアに変身。人気です。

たるーの島唄コラム

〜クファジューシ―を手間・暇かけず、手抜き料理に変身〜

るとなると︑理想と現実

しかし︑実際に移住す

るのが人情というもの︒

なれば︑移り住みたくな

何度も訪れて大好きに

ぜひこちらの動画ご覧く

答えてくれているので︑

んなが知りたいこと全部

護のお給料事情など︑み

いさんとあゆみさん︒名

画がいっぱいです︒ぜひ

その他にもオススメ動

それが名護のようです︒

ても魅力いっぱいの街︑

を喜んでくれる人が多い

られる﹂

チャンネル登録を！

ださい︒

家賃

なんてこともよくある話︒

仕事はあるの？

なの？

﹁海は綺麗で︑都会すぎ

から︑横の繋がりに助け

リアルな話を教えてくれ

ず︑ちょうどいい街﹂と

本場の台風はどう

るのが今回ご紹介する動

いう感想が︑とてもいい

は？

画です︒答えてくれるの

遊びに行っても暮らし

なと思いました︒

なんて︑そんな

﹁名護に来てくれること

のギャップに悩まされた

【沖縄名護を楽しむ” 神７” その⑤】
移住者に聞く沖縄移住・名護移住のリアル

は︑大人気のハンバーガ
ーショップ﹁キャプテン
カンガルー﹂のりょうへ

8
9

提供 ナゴラブ
Text 宮里英克

移住についての
インタビュー動画
キャプテンカンガルー
オフィシャルサイト

インタビューに答えるキャプテンカンガルーのりょうへいさん（左）、あゆみさん。
名護市は、昭和 45 年 8 月に名護・屋部・羽地・屋我地・久志 5 町村が
合併し誕生しました。2020 年 8 月 1 日に市制 50 周年を迎えました。

ナゴラブ YouTube
チャンネルは
こちらから
ナゴラブ WEB は
こちらから

information

OKINAWA オススメ情報

新譜情報

おきなわ結ストーリー 〜伝えたい沖縄への想い〜 おたより大募集

沖縄
ユーモアソング
決定盤

現在、
（ 一財）沖縄観光コンベンションビューローでは、沖縄ファンやリピーターの皆様から
「沖縄旅行で出会った県
民との想い出エピソード」を大募集中です。例えば「修学旅行で民泊したあの宿のご夫婦は元気かなぁ。次は家族で
沖縄観光PR大使

会いに行きたいな。」や「タクシーの運転手さんが面白くてとてもフレンドリーで印象的だった。」など、あなたの心に
少しだけ残っている「沖縄の誰か」はいませんか？出会った場所や過ごした時間、鮮明に覚えているシーンなど【あの
日・あの時・あの人】に伝えたい想いをお寄せください。入賞作品は、沖縄県民よりお返事（共感エピソードや沖縄か
ら届けたい事など）を募るとともに、
「つながる！みんなの結ストーリー」
として動画を制作します。大賞には3万円相

人生、いつも真ん中を歩けると

花笠マハエ

当の石垣牛をプレゼント。優秀賞などのご用意もございます。皆様の素敵なエピソードをお待ちしています！

くすっと笑える、
ユニークな沖縄民謡を
収録しました。

応募期間：令和2年10月9日
（金）〜11月15日
（日）必着
応募条件：沖縄県外・海外在住の方
①応募者本人の体験であること

は限らない。時には、道を逸れ
てもいいじゃないか、のんびり

②ノンフィクションであること
③応募者は、
エピソードやペンネームをテレビ・新聞・

音楽監督：喜久山節子
歌・三線：喜久山節子、野原廣信、新城慎一、新垣 恵、
石川陽子、仲宗根 創、山城 香、堀内加奈子、長嶺ルーシー

「＃発見 SDGｓ沖縄」
Twitter キャンペーン開催中！

WEBサイトなどのメディア露出及び商業的に利用（二次
使用含む）
されることを承諾すること。
応募方法：

2020年11月25日発売
定価 ¥3,200
（本体価格）+ 税

1１月の読者プレゼント！

あなたの「おきなわ結ストーリー」
を400字以内でご応募
ください。

今月は

①WEB応募フォーム
https://inbound.ocvb.or.jp/welcome/yui-story/
②専用応募用紙（チラシ、
またはWEBページよりDLした
記宛先までお送りください。）
郵送：〒901-1111
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー東京事務所の

光文堂コミュニケーションズ㈱内

【＃発見SDGｓ沖縄】をつけて沖縄につながるSDGｓを投稿。

メール： yui-story@kobundo.net

ご応募いただいた方の中から毎月抽選で5名様に沖縄エコグ

FAX : 098-835-6111

ッズをプレゼントします。SDGｓを難しく考えなくても大丈夫

お問合せ：光文堂コミュニケーションズ㈱内

！例えば「沖縄料理屋さんで赤と黄色の沖縄のお箸を使う」や

ウェルカムんちゅ啓発プロモーション事務局

「おうちでゴーヤー育てているよ。夏はグリーンカ−テンにも

TEL 098-889-1042

なって涼しい」だってSDGｓなのです。お気軽にご参加くださ
いね！
期間：開催中〜12月18日（金）
お問合せ先：
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー東京
事務所

《 応募方法 》
1.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』
に

リスペクトレコード

フレッシュミートがなはの

やんばる島豚あぐーしゃぶしゃぶ

ナゴラブ セットを３名様！
！

通販も
充実しています！

１１月１５日
（日）
までに、
ご登録してください。

2.１１月１６日
（月）
に、”プレゼントの合言葉” を送りますので、
それをメールにてお送りください。 締切 １１月１８日
（水）

フレッシュミート
がなはHP

・ 当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
・ 皆様からご提供いただいた個人情報については、利用目的以外の目的では利用いたしません。

03-5220-5311

賞品ご提供：フレッシュミートがなは 様、
ナゴラブ 様

ハイサイ！ウチナータイム！

編集長 みやざと が︑

ボーダーインクの本は、
ホームページから購入できます

ゲストをお招きして

前原信一 著

世界のウチナーチュを訪ねる旅へ

四半世紀にわたって取材を続けた放送

ジャーナリストが記した

︿ウチナーンチュ・スピリット﹀に

溢れた﹁世界のウチナーンチュ﹂たち

へのオマージュ︒

定価 1,760 円 ( 内税 )

﹃ワールド・ウチナーンチュ﹄

電柱 通 りにある沖縄の出版社

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

聞いてい き ま す ︒

Twitter：@ocvbtokyo

ボーダーインク の 本
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ご登録を！

アソング」なのです。

沖縄にしかいない豚で、たっぷりの旨味と、とろける脂身を持つ美味しい豚です。
しかもコレステロール値が低く、ヘルシーなのです。

たっぷ り お 話 を

※開催について主催者にご確認の上お出掛けください。

肉 ！！ (≧∀≦)

@949gagmw

こそが沖縄ならではの「ユーモ

あぐー豚とは

Twitterアカウント＠ocvbtokyoをフォロー後、ハッシュタグ

ウェルカムんちゅ啓発プロモーション事務局

LINE公式アカウント

感じる歌の数々。そして、それ

「フレッシュミートがなは」は、創業 30 周年 !
沖縄県 , やんばるの豊かな自然の中で大切に育てられた
牛肉（山城牛）や豚肉（あぐー豚）を取り扱う精肉店です。

応募用紙に記入後、
メール・FAX・郵送のいずれかにて下

沖縄県南風原町字兼城577番地

まずは

行こうよと、という大らかさを

編集長 宮里英克Okinawa!チャンネル

おか げさまで登 録 者 3 , 5 0 0 人を突 破！

ゲストは、9月に初のアルバムをリリースされた與那覇有羽さん。

沖縄本島から南西に約509Km、東京から約1,900Km、台湾とは約111Km。

日本最西端の島、与那国。

自然・文化・歴史すべてが独特の雰囲気を持つ与那国が育んだ、情感溢れる
民謡、歌謡、伝承歌の数々を、與那覇有羽さんは唄われています。

与那国島の土や風の匂いを感じます。【 撮影協力 ・リスペクトレコード2020.9.12.収録

】

ASOVIVA 全国＆海外催事情報 - 11 月 -

SEKAI NO YAMA-CHAN
1st Album
SEKA-YAMA 100％

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。

2020.11.14.Release
弊社 web、iTunes にて購入、
ダウンロード出来ます。
「三線ってこんなに楽しく自由な楽器なんだ」
誰もがそう思うであろう個性に富んだ 10 曲を収録。
三線 & 三味線ジャンルフリー時代幕開けを
予感させる和楽器ファン必聴の一枚。
住所

〒904-0324 沖縄県中頭郡読谷村長浜 815-3

連絡先

Tel：098-958-7750

営業時間 年中無休 営業時間 9 時〜 18 時

Fax：098-958-3225

☆待望の広島開催
11 月 6 日（金）19 時より
ゆがふ家にて SEKAI NO YAMA-CHAN と
ASOVIVA☆NIGHT in 広島開催
11 月 7 日（土）、 8 日（日）
10 時〜 19 時（最終日は 16 時半閉場）
パルコ広島沖縄フェア出店
☆5 月中止を受けて千葉リベンジ開催
11 月 13 日（金）19 時より
千葉市内にて SEKAI NO YAMA-CHAN と
ASOVIVA☆NIGHTin 千葉開催
11 月 14 日（土）、 15 日（日）
10 時〜 19 時（最終日は 16 時半閉場）
イオン鎌取内ちばやー
三線展示即売会開催
※最新スケジュール、詳細はお電話かメールでお問い合わせ下さい。

ASOVIVA‐アソビバ‐ 三線

検索
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宮里英克 の 編集長通信
ぼくは、お酒が大好きです（笑）みんなと飲むのも好きですが、一人で
飲むのも好きです。実はいま飲みながら書いてます。一人で飲んでいて
思うのは、歳をとるほど楽しくなるし、自由になっているということです。
大人になれば食べたいものを食べられるし、行きたいところに行けます。もちろん制
約もありますが。こんなことを思うのは、高校生たちに話をする機会があるからで。
我が家は父親が蒸発し、生活保護を受けるような貧しい家庭だったので、ぼくは大学
は新聞配達をしながら通いました。
（結局中退した根性なしですが汗）斜に構えていた
時期もありましたが、いい人にいっぱい出会えたことで良い人生をお
くれています。いまたいへんな時代だからこそ、伝えたいなぁと思う
のです。将来のことに迷いや不安はあると思うけれど、チャレンジす
ればきっとなんとかなる。笑顔はチャンスを引き寄せると思うから、
気持ちは外向きでいて下さい。

LIN EなどのSNSとも連動。
効 果的に沖 縄ファンに届きます。
お 気 軽にお 問合せください。

ご注意

広告掲載１万円から！
！

宮里英克オフィシャルサイト →

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

