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いっぺ～ にふぇ～で～びる！ 

2017年 4月 1日 2日ひめぎんホールにて、四国愛媛における最大の沖縄自主イベント「おきなわフェスタ in四国 2017」が開催さ

れました。2日間で、のべ約 3000名のご来場いただきました。準備に携わってくれた多くのボランティア、多くの企業様や個人による協

賛寄付のおかげで、なんとか収支的にも赤字となることなく収めることができました。ここに改めて御礼申し上げると共に、ご挨拶が大変遅

くなりましたこと、お詫び申し上げます。いっぺ～ にふぇ～で～びる！（たいへんありがとうございます） 

2日間で 3000人の来場者 

初日のコンサートでは琉球國祭り太鼓の愛媛支部、香川支部、徳島支部、広島支部の合同演舞

をはじめ、有志による「かぎやで風」の披露、大御所「大工哲弘」氏、そして愛媛初公演となる  

「The SAKISHIMA meeting」「きいやま商店」のライブが行われました。アンコール

では『安里屋ゆんた』と『カチャーシー』で一体感のあるステージとなりました。 

2日目は午前 10：30~17：00 まで四国 4県内で活動するアマチュア、および沖

縄プロ演奏者含め 12組の出演者がステージをにぎわせ、野外に山羊汁や沖縄そばなど

15 の飲食ブース、屋内には体験や展示コーナー含め 25 のブースをつくり、子供からお年

寄りまで、一日中沖縄を感じることのできる企画とアトラクションでお楽しみいただきました。 

愛媛沖縄県人会の発足 

コンサートに先立ち愛媛沖縄県人会の発足記念式典が行われ、沖縄県知事、翁長雄志氏、愛媛

県知事 中村時弘氏、松山市長 野志克仁氏から祝辞メッセージを頂戴しました。（次ページにて

翁長知事祝辞全文掲載）そのあと、会長に就任した名嘉山良国氏（写真）による挨拶、かちゃー

しーでお祝いしました。愛媛沖縄県人会はかつてあったものの近年活動しておらず、会長不在であった

ことから、再興という形で新規に 2017年 4月 1日発足いたしました。（沖縄県庁のサイト 「国内

沖縄県人会」に登録されております。） 

愛媛沖縄県人会 会長 名嘉山良国 （なかやま よしくに）今帰仁町生まれ北山高校出身 松山大学卒。32歳。 
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翁長雄志沖縄県知事より「おきなわフェスタ in四国 2017」に寄せられた祝辞全文 

祝   辞  

はいさい ぐすーよー ちゅーうがなびら。皆様、こんにちは。沖縄県知事の翁長雄志やいびーん。

（沖縄県知事の翁長雄志でございます。）ゆたさるぐとぅうにげーさびら。（よろしくお願いいたしま

す。）「おきなわフェスタ in四国 2017」が盛大に開催され、本日、愛媛沖縄県人会が新たに発足いたし

ますことを心からお喜び申し上げます。県人会発足を契機に改めて愛媛と沖縄の関係を振り返りますと、

様々な分野で繋がりが見られます。 

愛媛県内子町と沖縄県宜野座村とは「姉妹町村提携盟約」を締結しており、二年に一度の児童・生徒に

よるホームステイや、文化交流を通しお互いの町村を訪問し合い、絆を深めております。また、沖縄県南

城市にある鍾乳洞「玉泉洞」は、1967年に愛媛大学学術探検部の調査隊によって最初の探検・調査が行わ

れ、その全貌が明らかになりました。さらに、1986年、南西航空（現：日本トランスオーシャン航空）の

沖縄－松山線就航を契機に、「愛媛・沖縄親善交流高校野球試合」が愛媛県と沖縄県の交互開催で 2010年

まで行われておりました。このような様々なご縁のあるここ愛媛の地で「おきなわフェスタ in四国」が開

催され、四国の皆様に沖縄の魅力を発信することができますことは、大変意義深いことであるとともに、

沖縄県民の一人として大変嬉しく思います。開催に御尽力された関係者の皆様に対し深く敬意を表しま

す。本日発足した愛媛沖縄県人会が、愛媛のウチナーンチュ並びに沖縄を大切に思ってくださる方々の心

の拠り所となると同時に、愛媛と沖縄とを結ぶ架け橋となり、両県の絆が益々深まることを期待しており

ます。 

結びに、「おきなわフェスタ in四国 2017」の御成功と愛媛沖縄県人会の御発展並びに御参列の皆様の

御健勝と御活躍を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。 

いっぺー にふぇーでーびる。ありがとうございました。 

愛媛沖縄県人会に入ろう！ 

三線や音楽、泡盛やダイビング、人も景色も、様々な魅力があって沖縄さぁ～！ 

あなたが好きな沖縄もジョートー（上等）、他の誰かが好きな沖縄もジョートーどー！ 

そんな、みんなが好きな沖縄をチャンプルー（ごちゃまぜ）にしたら、もっと楽しく、美味しくなるんじゃない？愛媛と沖縄の架け橋となって

ユンタク（歓談）しましょう。あなたの周りの沖縄好きの人も「愛媛沖縄県人会」にご紹介しませんか？ 

                                 

会員資格 愛媛沖縄県人会会則より（2017 年 4 月 1 日 施行） 

第二章 会員 第 4 条  下記のいずれかを満たし本会の趣旨に賛同する個人及び法人をもって会員とする。 

（1）愛媛県内に在住の沖縄県出身者とその家族 

（2）沖縄県内での学校出身者 

（3）沖縄県内での勤務経験者 

（4）沖縄県に係わりのある個人及び法人 

（5）沖縄県のものが大好きな人（文化・飲食・自然・歴史など) 

 

経費については、寄付およびその他の事業収入をもって当てることとし、会費は当面の間、徴収を見合しております。 

寄付のご協力よろしくお願いします。  
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2018 年から新加入！愛媛 FC 上原慎也選手 

上原慎也（うえはら しんや）1986年 9月 29日生まれ。 

身長 186cm体重 72㎏沖縄県中頭郡西原町出身。沖縄県立

西原高等学校から沖縄大学に進学。2011 年から 2017年までコ

ンサドーレ札幌にて 176試合出場（得点 19）2018年シーズン 

より愛媛 FC に FW（フォワード）として登録。背番号 26。 

上原選手ミニ知識 

 沖縄大学初の J リーガーである。 

 大学時代は周囲からの人望が厚く、プレーだけでなくそ

の人間性も高く評価されている。 

 天皇杯沖縄県予選で FC 琉球から 4 得点を奪ったことか

ら、同チーム総監督のフィリップ・トルシエから FC 琉球への入団を熱心に勧誘された。 

 愛媛松山での新住居決定後、担当した不動産屋さんから Keep on を紹介され、ポン川村の作るゴーヤーチャン

プルーを食べたことがある。（笑） 

松山聖陵高校野球部春の選抜初出場！ 

２０１８年３月２３日(金)から４月４日(水)まで

の１３日間、阪神甲子園球場で開催される第９０

回記念選抜高校野球大会。今大回は記念大会とい

うことで例年よりも多い３６校が出場します。愛媛か

らは県大会優勝、四国大会４強入りした松山聖陵

高校が初出場します。 

監督は１９９９年沖縄尚学高校の三塁手として、

沖縄県勢センバツ初出場初優勝を経験した荷川取

秀明監督。２０１６年のアドゥワ選手（現広島カー

プ）擁して出場した夏の高校野球以来の甲子園に

なります。 

２０１７年秋季大会メンバー出身中学一覧を見る

と（左図）２０名の登録メンバー中、沖縄出身者

がデージ多い！３名が愛媛出身のところ、沖縄県出

身が８名！残念ながら 1 回戦近江高校に敗れはし

ましたが、応援スタンドでは「ハイサイおじさん」が流れ、

さながら沖縄県代表のようでした。今年の夏の大会の

活躍も期待しましょう！ 

チバリヨ～‼ えひめのうちな～んちゅ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E8%A5%BF%E5%8E%9F%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E8%A5%BF%E5%8E%9F%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/J%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A8
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BEGINの沖縄限定販売 CDに嶋本慶さん（愛媛県出身）がレコーディング参加！ 

2018年 1月 13日リリースされた、シングル「ソウセイ」は、オリオンビール創立 60周年記

念 CM ソングとして手掛けた楽曲で、沖縄県民の心に深く浸透し後に全国に広がった「オ

ジー自慢のオリオンビール」、そして「アンマー我慢のオリオンビール」に続く CM ソングとして、

現在沖縄県内でオンエアされている。オリオンビール６０周年に掛けて、ブラジルやハワイ、

台湾など８の国と地域から６０人が三線でレコーディングに参加している。その 60 人の中

の 1人に愛媛県出身の嶋本慶さんが参加しました！ 

嶋本慶（しまもと けい）2003 年より沖縄三線を始める。宮古民謡「天久勝義（あめ

く かつよし）」氏に従事。現在は愛媛県内にて三線教室講師を務めると同時に、

自身の演奏活動も幅広く展開。平成 23 年「第 32 回宮古民謡コンクール」にて、グ

ランプリ受賞。三線教室・カルチャー教室など随時生徒募集中。 

発売された BEGINの CD ジャケットに掲載された自身の写真を指差す嶋本慶氏。（写真） 

 

 

２０１８年度 活動計画 

イベントなど 

３月４日（日） 「さんしんの日」（堀之内城山公園）午後３時～４時 観覧・参加無料 

３月８日（木） 「Shy（シャイ）LIVE＠Keep on」（沖縄出身。元ハートビーツボーカル） 

３月１８～１９ 「新良幸人（あらゆきと）LIVE＠Keep on」（石垣島白保出身。パーシャクラブなど） 

4月 1日（日） 「おきなわフェスタ in四国 1周年」飲み会 場所 琉泡楽園「美ら」にて 

5月 1７日（木）「大城美佐子ライブ in 松山」 （沖縄民謡界のレジェンド再び！） 

6月 24日（日）「うたの日」ツアー（嘉手納町）ビギンの野外ライブを松山から観に行きませんか？ 

9月 2日（日） ビーチパーリーin中島  

9月         「照屋林次郎三線展」（よなは徹ライブ） 

9月 15～16   「T シャツ・アート・フェスティバル」（双海町） 

9月 30日（日） 「愛媛唄三線愛好者の集い」（松山市持田 生活文化センター3階大広間） 

12月         忘年会 （飲み会しましょう～！） 

沖縄行事 わしんなよ・・・ 

5月 15日（火） 「沖縄本土復帰記念日」 

6月 23日（土） 「沖縄慰霊の日」 

9月 23~25 日   「旧盆」 

11月 1日（木） 「泡盛の日」  
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