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愛媛沖縄県人会新年会 2019 琉泡楽園「美ら」
2019 年 1 月 12 日（土）松山
市にある沖縄料理店「美ら
（ちゅら）」にて愛媛沖縄県人
会の新年会が行われました。
愛媛に住むウチナーンチュ及
び沖縄を愛するエヒメンチュ
約 40 名が集合、親睦を深め
ました。会の終わりには嶋本
慶さんによる三線演奏に合わ
せてみんなでカチャーシーで
締めました。
新役員、年間計画が発表され
ました。

さんしんの日大成功！！ 松山城二ノ丸史跡庭園 観恒亭
3 月 4 日（月）松山城二ノ丸史跡庭園に
て沖縄の伝統楽器「さんしんの日」にちな
んで、愛媛に住む三線愛好者有志による三
線演奏が行われ、沖縄の祝いの席には欠
かせない、琉球古典音楽「かぎやで風（か
じゃでぃふう）」を演奏、琉舞が披露されま
した。午後 4 時の時報にあわせて琉球放
送ラジオ『ゆかる日 まさる日 さんしん
の日』特別番組とスカイプ中継もおこな
い、沖縄と世界に生放送で繋がりました。
「さんしん」を愛する者が愛媛にもいるこ
とを沖縄にアピールすると同時に愛媛の
史跡である二ノ丸庭園内施設で行うこと
で、沖縄および全国へ向けて愛媛を PR できました。
さんしんの日は沖縄で 1993 年より琉球放送の提唱により続いている
イベントです。愛媛でも意義に賛同し愛好者を中心に演奏しており、
これまでに松山城堀之内広場、道後温泉本館前にて開催しております。
三線愛好者はもとより観覧者の参加をお待ちしております。
2020 年の「さんしんの日」3 月 4 日は水曜日になります！
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愛媛沖縄県人会新会長

決定

初代会長 名嘉山良国（なかやま よしくに）氏の任期満了（2017 年 4 月～2019 年 3 月）および転勤（広島）
に伴い、副会長だった玉城希さんを新会長に 2019 年 4 月 1 日付けで就任。同日沖縄県庁にも申請いたしました。
県人会新会長 玉城希（たましろ のぞみ）さんより挨拶メッセージ
Facebook 画像（Nozomi Tamashiro 検索）→
はいたい。 初めましての皆さま。お馴染みの皆さま。
ぐすーよー、ちゅーうがなびら。玉城希(たましろのぞみ)です。
新しい年号に変わるこの年に、愛媛沖縄県人会の会長に就任することになりました。
沖縄から愛媛に来て 25 年になります。
たくさんの優しい人たちが周りにいて、寂しい思いをする事もなく 25 年が過ぎました。
そんな中で時々集っていた小さな非公式の県人会を新たに正式に発足するきっかけに『おきなわフェスタ in
四国 2017』を開催しました。あれから 3 年、特に大きな活動はしていませんが、これからも愛媛と沖縄の架け橋
になるように、この県人会が機能していくために私のできることを一生懸命やりたいと思います。
頼りない私ですがどうぞ皆さん。 ゆたさるぐるとぅー うにげぇさびら。
新会長交代にあわせ、このたび新役員を選出、さらに事業部を創設いたしました。
執行部
名誉顧問

比嘉清松（ひがきよまつ）

那覇市出身

松山大学元学長

会長

玉城 希（たましろ のぞみ）

沖縄市出身

県立前原高校卒

副会長

堤

松山市出身

実姉が沖縄在住

副会長

大城卓也（おおしろ たくや）

豊見城市出身 聖カタリナ大学教員

事務局長

川村哲雄（かわむら てつお）

松山市出身

琉球大学卒 沖縄在 14 年

事務局次長 重藤仁志（しげとうひとし）

松山市出身

双海 T シャツフェス実行委員長兼務

会計

宜野湾市出身 県立沖縄海邦高校卒

麻実子（つつみ まみこ）

長妻英治（ながつま

えいじ）

伊予銀行勤務

事業部（サークル）
唄三線部

嶋本 慶（しまもと

けい）

沖縄宮古民謡協会師範 三線教室、イベント開催

泡盛振興部

大野尚徳（おおの なおのり）

泡盛まつり in えひめ（仮称）実行委員長

ﾚｸﾚｰｼｮﾝ部

石丸 久（いしまる ひさし）

花見・ビーチパーリー・忘新年会など企画

舞部舞部

代表未定

琉舞を中心に踊りに興味のある方

料理部

代表未定

愛媛県産のなーべーらー（へちま）・ぱぱやー（パパイヤ）料理研究

それぞれ興味のあるサークルに所属して（複数可）会員の交流および沖縄の魅力を感じてほしいと思います。
そのほか「こんな事業をやってみたい！」という意見やアイデアお待ちしております。

役員募集
現在

執行部における『広報』を担当する方がおりません。特に県人会 HP（ホームページ）作成に向け、

パソコン、イラストレーターといった業務に長けた人材を募集中です。
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愛媛沖縄県人会主催

第 1 回花見大会大盛況！

4 月 7 日石手川のほとりで第 1 回花見
大会を開催、好天に恵まれ多くの参加が
ありました。
県人会執行部が中心となり、沖縄そばを
つかった焼きそばなどフード・ドリンク
ブースを展開。材料費を除く売上
（\57266）を県人会の運営資金にするこ
とができました。泡盛残波でおなじみの
「有限会社

比嘉酒造」様から泡盛のご

協賛をいただきました。
2020 年も 4 月に開催予定！

愛媛イメージアップキャラクターみきゃん 沖縄バージョン許諾申請
みきゃんは愛媛県のＰＲ、県産品の販路
拡大、県の産業振興 等に寄与することを
目的として 2011 年誕生しました。2015 年
「ゆるキャラグランプリ」ランキングで 2
位となり全国でも知られたキャラクターで
す。平成 27 年 4 月より使用料に関して無
償となりました。
このたび、愛媛沖縄県人会として愛媛県知事に許諾申請を行い、2019 年 7 月 1 日から新しいオリジナル
デザインについて許諾を得ました。
今後、愛媛沖縄県人会のキャラクターとしても使用して、両県にとってのイメージアップにつながるこ
とを確信しています！「みきゃんの沖縄バージョン使ってオリジナルの名刺を作りたい！」とか売買を目
的としたものでなければ無料で利用可能ですので、県人会事務局までご連絡ください。

琉球國祭り太鼓愛媛支部 15 周年イベント成功！
7 月 14 日（日）砥部町文化会館ふれあいホール
（満員 800 名）にて

琉球國祭り太鼓愛媛支部の

15 周年記念イベントが開催されました。
ゲストに THE BOOM の宮沢和史さん、日出克さんを
迎え、中四国の祭り太鼓団体との共演による演舞
は大変盛り上がりました。
愛媛沖縄県人会としては、当日来場された方々に、
愛媛沖縄県人会入会のお知らせチラシとコンベン
ションビューローから郵送していただいた沖縄観光
パンフレットを配布しロビー内を盛り上げました。
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ショック首里城正殿焼失！復興再建にむけて ヒヤミカチ沖縄！
10月31日未明、沖縄のシンボル首里城焼失したことを受
け愛媛沖縄県人会でも再建募金活動を開始致しました。
11 月 6 日愛媛大学の学生有志による（沖縄県出身愛媛大学
2 回生 仲松佐也伽さんほか）大街道で募金活動を行う。
11 月 9 日愛媛大学学園祭にて正門前で募金活動を行う。
11 月 16 日松山市ニンジニアスタジアムにて、愛媛 FC vs
FC 琉球の試合前に募金活動を行う。
（24 万円）
11 月 25 日松山市民会館中ホールにて劇団文化座公演前に
募金活動行う。
（85000 円）
※現在県内 7 か所の沖縄系居酒屋などで募金活動展開中！

【募金の送付先について】
愛媛沖縄県人会としては 2020 年 3 月 31 日を一旦の締め切りとして合算集計した後、全国の県人会に
沖縄県庁より依頼通達のあった【沖縄県首里城復旧・復興支援募金活動事務局】沖縄県土木建築部土木総務
課に納めることとします。

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)

愛媛（四国）における沖縄情報
LINE グループ『愛媛沖縄県人会』（メンバー103 名）
Facebook 公開グループ『愛媛沖縄県人会愛好会～四国沖縄ありんくりん通信～』（メンバー159 名）
編集後記

前回の発行から発刊が遅くなり申し訳ありません。そのため今回の会報は昨年一年間を振り返るような内容になりました。

本年 2020 年が、災害や争いのない年になりますように。また会員の皆さま方と沖縄と愛媛にとってご多幸と繁栄の年になりますよう
祈念いたします。 事務局では今後も皆様からの沖縄情報などお待ちしております。
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