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南風原町観光協会
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当観光協会理事長照屋盛夫
の挨拶の様子

南風原町町長城間俊安氏
の挨拶の様子
㌧

幸蕉 対象：‖I貞一一般まで。経験 願町内列間いません。 まお電話にてお気軽にお間合せく
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団長仲塵健太 南風原町字書屋武 （演芸集団FEC所
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迫力ある新川青年会のエイサー†
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一般社団法人 南風原町観光協会 ︵照屋盛夫理事長︶ は︑五月十六日︑平成二

懇親会の様子†

幸焦人材：役畜／裏方／ス9ツフ

十九年度第四回定期総会を町総合保健福祉防災センター︵ちむぐくる館︶

＿耳

催しました︒
議題では︑平成二十八年度の事業や執行予算について報告︒また︑平成二十九

一日

年度の活動について︑一括交付金を活用した六事業と町の補助金や自主財源で行

やヽ

う自主事業について内容と予算の案について説明︒全会一致で承認されました︒

う！人が集まる「海」をつくって、お芝居
で南風原を盛り上げたいという思いを
込めて・日。
南風原を盛り上げたいという人、演
じることの好きな人、舞台の構成に関
わっていく人等、多くの人材を求めてい
ます。劇l団『海』の団員として一緒に舞
台を創りませんか？

総会終了後には懇親
会を開催︒昨年度の活一

一海がない、ならば、海をつくっちやお

動内容をまとめたスラ

イドショーやビユウリ

ーズのダンス︑南風原

町照屋の伝統芸能であ

る舞方棒︑新川青年会・・

のエイサー︑理事によ

るバンドなど︑様々な
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催し物を楽しみなが

団を立ち上げました。劇団の名前は
『海』！南風原町は沖縄の市町村で唯

ら︑話に花を咲かせま
した︒
了

︑芦
南風原町主催の脚本賞の受賞作晶
を舞台化します！！
舞台化にあたって、オリジナルの劇

総会の様子†

回キッズパーク！

再 騰￣ 毯築

毎年多くの方が訪れ、大盛り上がりのキッズパーク日今年も海の日に開
催します。人気のお仕事体験やモノ作り体験など、楽しいイベントが盛り
だくさん♪ぜひお子さまと一緒にワクワクドキドキを体験してください！
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ほ諾意冨品慧左
詳細は近日、チラシやホームページ、
来月のありんくりん等でお知らせ
たします。
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＼教育貌緒最適始めて恕ませ如ト？／
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町民の方、また新規受入登録をして
下さった方を対象に、「民泊って何を
どうすればいいの？」「どんな食事を

イベントや地域の祭り
にビュウリーズを呼

問や不安にお答えする研修会を開催
．

します。
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教育旅行民泊に興味のある南風原

だしたらいいの？」というような疑
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6月

民泊に興味をお持ちの方、ぜひご

折彗

んでくださ〜い！
『盛り上げま〜す』

＿＿1＿＿＿＿＿一 J 参加下さい♪
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日時：7月28日（金）13：00〜15：30

場所：南風原文化センター（研修交流室）

費用：無料
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新年度が始まって2ケ月、ビュウリーズは新メンバーが
加わり、新しいコスチュームにもようやく馴染んできまし

色ん等講習会も
lさすJ

考ク

5月25日に問催した

5月25日（木）教育旅行民泊に関心『帝き．・矧鋸か輔噌摺愴Jl
のある南風原町民の方と民泊受入登録
民家さんを対象に「チョークアート講
習会」を開催しました。皆さん思い思

l、
た。今年のビュウリーズは、昨年末頃から始めた「ステー
練習叫様子！、 ジのオリジナル感」をさらにレベルアップさせ、ステージ
毎にMC（自己紹介などのトーク）に、変化をつけたオリジナルなステージを展開
して盛り上げています。
もちろん1番の魅力は華欝なダンスパフォーマンスで、今期は通常の2倍の時

間誓言と芸漂芦禁三言1票ま、これからヘチマイベン・㍉二村

ヽこ

トや各地の夏祭り等に向けてさらに練習にも力を入れて出番
を待っていますので、南風原町を盛り上げるイベントの開催

いの色を使いカラフルなウェルカムボ
ードを作成しました。参加者からは「今 て

を予定されている皆様、「オファーくださ〜い！盛り上げま〜す」
二I■■

話題のチョークアートを体験できてよ
かった。とても楽しかった。民泊受入
の際、子供達の名前を書いて迎えた
い。」「絵が得意ではないので最初不安だったが、下絵があったので塗り絵

感覚で楽しく仕上げることができた。」等の感想が寄せられました。
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羽衣伝説が残る南風原町字宮城でガイドと歩くまち歩きツアーを開催します！
天女が舞い降りたと云われる御宿井や天女をめとったと伝承される旧家など、
羽衣伝説ゆかりの地を巡り、ノロ殿内や御嶽などの拝所も回ります。
自然豊かで天女も愛した古のムラ宮城、一緒にゆったり歩いてみませんか？

8／17

きツアー！

／ イエーヌミー（辞抑

ノロ殿内

絹曳きが盛んな南風原町、毎年各字では特色のあ
る綱曳き行事が開催されています。字によって独特
の文化があり、同じ綱曳きでも全く異なります。今
年で6回目となる綱曳きツアー、3箇所の字をバス
，l
宮 で巡り、それぞれの綱曳きを見学・体験し、南風原
綿曳きの魅力をあますところなく体感できます。
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6月3日（土）「かすりの道ツアーと古民家イベント

落語の夕べ二人会」を開催致しました。今年で3回目
を迎え、南風原町字本部にある古民家謝名家で落語の
夕べ二人会を開催致しました。当日はお天気にも恵ま
れ、町内外からたくさんのお客様にお越し頂きました。
「落語の夕べ」の開催前に、かすりの道ツアーも開催
し、ツアーに参加された方数名の方も、落語会まで足
を運んで頂きました。出演者に、昔昔亭A太郎さん・春風亭昇々さんをお迎えし、会
場は大きな笑いに包まれました。
出演者のお二人に南風原町の伝統産業である琉球餅の着物を着て頂き、美しい着物
と落語の世界を堪能して頂きました。

捗椚怨郎

篭警官1百官筒石迎

押プ。モ＿シヨン愈Å糎。．
電話：098−889−1518
FAX：098−993−5891

提供サービス：
・戦略PRの企画

住所：南風原町宮平663−4（303）・げイけランこげ
HP：http：／／ww．ak面pr0−Ok面．GOm／・広告ツール作成など

「勤酉」「サウンド」「印刷ツール」などを駆使し翳害心
理が動く広告戦略をこ提案致します。

ゝ且

山l馴

集合場所：宮城公民館（南風原町宮城218）
参加費：中学生以上1．000円、小学生500円
幼児無料（保険料込）
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9時45分集合10時〜12時
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路地にも種々な璃所
富めぐります。

