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首里城復旧・復興募金協力ありがとうございました！
昨年 10 月 31 日に起きた沖縄県のシンボル
ともいえる首里城正殿の焼失を受け、愛媛沖縄
県人会として、昨年 11 月から今年 6 月まで復
旧・復興支援の募金活動を行ってまいりました。
この活動に賛同いただいた愛媛県下 12 団体
で募金活動および募金箱設置の協力を得て、
寄付金総額は￥574,668 円となりました。
6 月 29 日付けでこの全額を「沖縄県首里城
復旧・復興支援募金活動事務局」へ振り込み、
寄付が完了いたしました。
7 月 1 日には愛媛沖縄県人会会長名代として
県人会事務局長が沖縄県庁を訪れ富川副知事
へ目録の贈呈を行いました。
愛媛に住む沖縄を愛する多くの皆様のご協
力に対し、あらためて感謝申し上げると共に、
ここにご報告させていただきます。
募金箱設置協力店「大洲 五志喜めんそーれ」「沖縄家庭料理 泡盛専門店 十五夜」「うちなーたいむ」「Keep on」
「居酒屋 華々HANAHANA」「琉泡楽園 美ら二番町店」「ガレージアロウズ」「菅森実事務所」「松山市民劇場事務局」
「いまばり市民劇場」「愛媛 FC」「FC 琉球」「善通寺第一高等学校」（順不同）
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四国初の美ら島沖縄大使就任
愛媛沖縄県人会事務局長を務めるポン川村
（琉球大学卒）が沖縄の観光大使「美ら島
沖縄大使」に就任されました。7 月 1 日に
沖縄県庁にて交付式があり富川盛武副知事
より認証状を受け取りました。
（写真下

副知事室にて）

ポン川村談話
愛媛には、うちなーんちゅはもとより、
僕よりも何度も沖縄行かれている方もいら
っしゃるだろうし、人やお店など詳しい方
も沢山いらっしゃると思います。
また、僕以上に沖縄を愛してるぜ！ってい
う方もいるでしょう。今回の大使就任はそ
んな皆さんを代表としていただいたと思っ
ております。
今後は、沖縄の欲しい情報が愛媛に住む
皆様により早くお届けできるように、また
沖縄と愛媛との関係がさらに深まるように
尽力していきたいと思っております。
皆様の中で巷の沖縄情報があれば、どう
ぞお気軽にお知らせください。
県人会活動への皆様の今後の変わらぬご
支援、ご指導ご鞭撻をどうぞよろしくお願
いいたします。
（7 月 9 日愛媛新聞朝刊→）
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愛媛の高校及び大学で活躍する沖縄出身選手
聖カタリナ大学人間健康福祉学部

助教

大城

卓也（沖縄県人会副会長）

様々なご縁があって愛媛で働き始めて 3 年が経ちました。私は仕事の都合で県内の高校野球を
よく観戦します。近年、試合会場に足を運ぶごとに驚かされることがあります。それは、スコアボ
ードに沖縄由来の名字が増えてきたことです。大城、金城、照屋…沖縄県のチームが遠征に来てい
るのかと思うほどです。もともと松山聖陵高校（春 2 回、夏 1 回甲子園出場）には沖縄県の選手が
多く在籍していました。指導者も沖縄県出身の方で、同郷の人たちが愛媛の地で活躍している姿に
私も励まされていました。しかし、最近は、松山城南高校（2021 年度より松山学院高校）、新田高
校、帝京第五高校にも沖縄県出身の選手が在籍しています。特に松山城南高校は今年度の秋季大会
で準優勝、四国大会にも出場しています。沖縄から甲子園を目指し、愛媛で頑張っている球児たち
にこれからも注目してください。
さて、私は聖カタリナ大学（以下聖カ大）という松山
市北条にある大学の硬式野球部コーチもしています。創
部 3 年目で部員は 2 年生までしかいない新興野球部です
（2020/12 月）。高校野球を観戦するのはその部員募集の
ためです。少しだけ聖カ大硬式野球部について紹介させ
てください。聖カ大硬式野球部は愛媛の野球界を盛り上
げるために創部され、監督には元プロ野球選手の沖泰司
氏（松山商業-明治大-スリーボンド-日本ハム）を招聘し
ました。目標は大学野球連盟史上最速での全国大会出
場、全国制覇です。そして、令和 2 年度四国地区大学野
球連盟秋季リーグ戦 2 部リーグからリーグ戦初出場し、
初優勝、入替戦でも勝利し、来年度からは 1 部リーグで
（↑古謝響選手 大城写真提供）
プレーします。最速での全国出場に向けて現在進行形で勢いに乗っているチームです。
ほとんどが愛媛県内の選手である聖カ大ですが、その中に沖縄県出身の選手が一人だけ在籍して
ひびき

います。名前を古謝 響 くんと言います。彼は嘉手納高校出身で補欠の外野手でした。しかし、この
大学ではショート、さらにはピッチャーを経験することとなり、2 年生になった今年から本格的に
ピッチャーをはじめました。そして、入替戦でも先発登板し 4 回無失点の好投、1 部昇格への立役
者となりました。そんな古謝くんの目標は大学日本一、ドラフト指名でプロ野球選手になることで
す。沖縄の県立高校の補欠が、「創部したばかりで試合に出れるから」という理由で愛媛の新興野
球部に入部した途端、元プロ野球選手の指導を受け、プロ野球選手を目指すというサクセスストー
リーが始まっています。
きずく

また、愛媛大学にも沖縄出身の選手がいます。1 年生の銘苅 築 くんです。銘苅くんは、興南高校
から愛媛大学に進学しました。興南で野球をし、国立の愛媛大へ入学、野球と勉学を高いレベルで
続けている文武両道の選手です。
愛媛県では高校野球に限らず大学野球でも沖縄の選手が躍動しています。しかし、まだまだ高校
生、大学生です。親元を離れ不安な時もあるでしょう。この記事を読んで少しでも愛媛で頑張って
いる選手のことを知っていただければ、是非、球場に足を運び、観戦したり、声をかけたりして応
援してほしいと思います。
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おきなわフェスタ in 四国 2021 始動！
2021 年 5 月 1 日（土）2 日（日）の二日間にわたって、愛媛県県民文化会館において四国最大規
模となる「おきなわフェスタ in 四国 2021」が開催されます。
飲食ブースはもちろん、琉球國祭り太鼓
によるエイサーや三板の体験、中四国の
三線愛好者の演奏や沖縄よりゲストミュー
ジシャンを迎え、ライブあり踊りありと、
盛りだくさんの企画です。愛媛に居ながら
沖縄の「明るさ」「楽しさ」「美味しさ」を
実感できるイベントにむけて現在ボランテ
ィアの実行委員が構想を練っております。
愛媛沖縄県人会の皆様はもちろん、多くの
方々に参加協力をお願いいたします。
現在、協賛企業、個人協賛を募っており
ます。また実行委員としてお手伝いしたい
という方々の参加もお待ちしております！
お問合せ

（前回 2017 年の様子）

電話 089-986-7668（愛媛沖縄県人会事務局兼）Mail okinawain459@yahoo.co.jp

沖縄の伝統楽器「三線（さんしん）」始めませんか？
初心者から、本格的にコンクールを目指したい人まで！
三線は年齢を問わず誰もが気軽に楽しめる楽器です。下記に紹介しているカルチャースクールも
ありますが個人レッスンやグループごとの練習活動もしています。お気軽にお問合せください。
講師 嶋本慶
（しまもと けい）
愛媛県松山市出身。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。
沖縄宮古民謡協会師範。

お問合せ

090-9459-3614 yuffasumunu34@softbank.ne.jp

愛媛沖縄県人会

会報誌 vol.⑤

愛媛沖縄県人会 HP ができました！
ひろく愛媛県内外の方々にも「愛媛沖縄県人会」の活動を知っても
らおうとホームページを制作いたしました。
新しい情報のアップは Facebook を通じてのものになることが多い
ですが、過去の県人会会報アーカイブなどもご覧になることができま
す。愛媛にもまだまだいらっしゃるであろう沖縄に思いを寄せる方々
とも繋がりたいと思います。拡散希望！
右の QR コードから入ることができます。
または、愛媛沖縄県人会で検索してください。
HP アドレス https://ehime-okinawakenjinkai.ryukyu

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
つまりは沖縄大好きなら
（3）沖縄県内での勤務経験者
誰でも参加できます！
（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)
LINE グループ『愛媛沖縄県人会』（メンバー138 名 2020 年 12 月現在）
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～』
編集後記

今年は新型コロナウィルスのために沢山のイベントやライブが中止や延期となりました。

大好きな沖縄旅行や帰省のために沖縄へ行くことさえも自粛なさった方も多かったのではないかと思います。世界中
で辛抱の時期が続いておりますが、少しでも早くコロナ禍が晴れて、皆様と楽しく乾杯できる日を楽しみにしており
ます。どうか皆様にとりまして来年が良い年になりますようにお祈り申し上げます。
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。
愛媛沖縄県人会 会報誌 Vol.4
発⾏編集責任者
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