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『金城哲夫展～沖縄を愛した作家たち～』開催報告
2021 年 1 月 18 日（月）～29 日（金）
の間、南風原町役場 1 階町民ホールにて
『金城哲夫展』を開催しました。
この度、当協会で南風原町内の飲食店の
情報をモバイル端末で見やすく検索できる

グルメマップ WEB サイトをオープンする
ことになりました。コロナ禍の中、町内の

役場での開催は初めてでしたが、沢山の
方にご覧頂きました。足を運んで下さり、
誠にありがとうございました。
当協会 YouTube「兼城十字路チャンネル
第 27 回」で様子が見れます！！

飲食店さんのお役に立てれば幸いです！
サイトは観光協会のホームページともリンク
していますので観光で訪れたお客様にも
南風原町の観光情報と併せて飲食店情報を

観光庁の事業の一環で、日本旅行が主催されたイベント『沖縄ウルトラマン
Weeks』！那覇市、沖縄市そして南風原町の場所で様々な企画が開催されました。

得られるようにしています！
料理のジャンル別、各字別にも検索機能を

南風原町では 1 月 31 日（日）に「ウルトラマンの脚本家 金城哲夫の生誕地」
をサイクリングしながらウルトラ怪獣を探すデジタルスタンプラリーを実施。

付けています。
正式なオープンに向けて只今急ピッチで準備を進めて
いますので、オープン日時などの詳細はホームページ等
画像はイメージです。

ウルトラマン５５周年記念『沖縄ウルトラマン Weeks』
全日程終了しました！

で改めてお知らせしますので是非お楽しみに！

当協会も運営に関わらせて頂きました。
町役場を出発し、琉球かすり会館→本部公園→金城哲夫資料館・松風苑（金城
哲夫さんの生家）→くがに市場→はえばる観光案内所→町役場でゴール（全 9.2 ｷ
ﾛ）
。エイドステーションでは町特産品（かぼちゃのプリン・スープ）
、資料館で
は松風苑さんのご厚意でシフォンケーキとお茶が振舞われました。参加者の皆様

2/28 南風原古民家バラエティーショーを開催しました！

又ご協力頂いた皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。

開催当日はお天気にも恵まれ、字本部の謝名家にて、字喜屋武出身の仲座健太

金城哲夫展の役場での開催やサイクリングイベントは初めての取組みで、とて

さん、字与那覇出身のただのあきのりさん、護得久栄昇さん、ゴリラコーポレー

も勉強になりました。今後もこのような企画をし、金城哲夫さんを通して南風原

ションさんによるお笑いライブと地域の皆さまによる自前の琉球かすり・南風原

町の魅力を発信していきたいと思います。

花織の衣装でプチファッションショーという 2 本立てで開催しました！
お笑いライブにも琉球かすりの話題を取り入れ、来場者の方にも町の伝統産業
である琉球かすり・南風原花織・かすりの道のＰＲが出来ました。
また、プチファッションショーでは『成人式の時に母が織ってくれた着物です』
『55 年前に母が嫁いできた時、ひぃおばあちゃんから教えてもらい、織った花織
の着物を現在は洋服に仕立て直し着ている』など心温まる各々の衣装エピソード
を紹介しながらランウェイを歩いて頂きました。イベントにご来場頂いた皆様、

南風原町内に酒造蔵を構える瑞泉酒造とタッグを組み、2013 年 10 月に開催

出演者の皆様、準備や片付けにご協力頂いた皆様ありがとうございました！

された「はえるんフェスティバル」で町民投票により試飲やラベル

イベントの様子は YouTube からご覧頂けます！

選定が行われ、南風原のお酒として誕生し地元メイドの泡盛「南風原」。

南風原町観光協会

で検索！

大変お待たせいたしました！
はえばる観光案内所でもお買い求
めいただけるようになりました‼
ご自宅用はもちろん、お土産や
贈答用としても喜ばれております。
ふだんお世話になっている方や
大切な方への贈り物にぜひご利用
ください。
お問い合わせ はえばる観光案内所 098-882-6776（水曜定休）

観光協会の情報はコチラから⇒

公式ホームページ
各種公式 SNS
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会員名簿（2021 年 3 月現在）

有限会社クイック
汁処まぁさん堂

有限会社アミューズ一日橋
有限会社日本アイル
のはらファーム
南風原第二団地自治会
兼城公民館
本部公民館

沖縄高速印刷株式会社
有限会社三友
民宿 前道荘
有限会社勝産業
大田シール印刷
赤嶺秀子琉舞研究所
株式会社沖縄総合給食
株式会社禅自動車サービス
ゆいまーる沖縄株式会社
特定非営利活動法人南風原障がい者支援センター
（福祉事業所はんど in はんど）
味楽酒房 夢家
Ｍ企画

照屋コミュニティーセンター
宮城構造改善センター
宮平地域振興資料館
新川コミュニティーセンター
南風原第一団地自治会
北丘ハイツ自治会
神里区自治会
兼本ハイツ自治会
津嘉山区自治会

株式会社上間菓子店
株式会社美玉開発
株式会社シネマ沖縄
大南タクシー株式会社
丸正織物工房
翁長公認会計士・税理士事務所
南風原町商工会
金仲設備
瑞泉酒造株式会社

モーテ南風原つかざん
株式会社中央医療器
玉木製菓
咲レストラン
南西ビデオ
花いち
医療法人 上里整形外科
山陽警備保障沖縄株式会社
大城野菜生産農園加工所

与那覇自治会
宮平ハイツ自治会
山川自治会
大城 徳次郎
金城 好春
知念 富信
伊良皆 盛輝

株式会社南新物産
湧上行政書士事務所
株式会社近代美術
沖縄県農業協同組合 南風原支店
有限会社サン印刷
株式会社うるま印刷
光文堂コミュニケーションズ株式会社
株式会社沖縄銀行南風原支店
赤嶺企画設計室（南風原分室）

食べてフーズ
yu-i FACTORY
ケーキの店デュゥオ
レストラン居酒屋てぃーら
Bistro Liebe
株式会社新共電気工業
白虎
有限会社大城廣四郎織物工房
有限会社かなえ設計

藤原 政勝
赤嶺 豊光
新垣 敏
吉村 浩彦
田本 勉
具志堅 萌子

米元建設工業株式会社
合同会社南風原事務用品
レストランしぐれ
南彩工房
株式会社琉球銀行南風原支店
中村印刷株式会社
お祭り酒場 一笑懸命笑撃的
合資会社 嶺商

大森ガーデン
催治屋
有限会社しろま
居酒屋酒道楽
有限会社拓商
ヨナハメディカル
ネッツトヨタ沖縄株式会社 南風原店
ドコモショップ那覇インター店

有限会社 糸工房
南風原町文化協会
株式会社 南建
株式会社沖縄海邦銀行南風原支店
彩優印刷
エナジックスポーツワールドサザンヒル
仲里農園
森山酒店
南風窯

有限会社丸信商会
南電子システム
株式会社ジャパンビバレッジ沖縄

みなみ印刷
花の店パステル
花・華フーズ
秀工芸
合同会社スターサンクス保険事務所
モリンガファームさんご園芸
株式会社シーズ琉球ライブ
株式会社アキプロモーション

大城
新垣

勝
博史

(順不同)

今年度は、上記の通りこれだけ多くの企業様・
団体様・個人様にご支援、ご協力を頂きました。
本当にありがとうございます。今後も皆様のご期
待に応えられるよう、猛進してまいります。
南風原町観光協会は、
「無ければ探そう！それ
でも無ければ創ろう！」を合言葉に、南風原町に
観光資源を作ることを目標に精進しております。
当協会での目的及び事業に賛同してくださる個
人・団体会員及び企業様を募集しております。
一緒に南風原町を盛り上げて行きましょう!!
お問い合わせお待ちしております！
☎ 098-851-7273

一社）南風原町観光協会

「いい会社には
こちらの「はいさい はいたい会員さん」コーナーは毎月、会員さま情報を１社
いい広告がある」
ピックアップして掲載させて頂いております。
広告代理店として創立 31 年。
会社概要周知やイベント、商品広報にお役立て頂ければ幸いです。
テレビ・ラジオ・新聞・イベント・マスメディアを

中心に“マスコミ達人”を目指し販売促進、セール
当協会から掲載依頼のご連絡をさせて頂きますので、その節はどうぞよろしくお願い
スプロモーションに励んでいる。それに
WEB・IT を
いたします。掲載内容量は下記の通りです。
駆使したクロスメディア、目的は企業の繁栄請負業
と自覚している。ホームページもご覧下さい。

①会社名や屋号・電話番号・ホームページアドレス等
②事業紹介文 200 文字程度 有限会社クイック
③紹介お写真２枚程度
南風原町字新川 97-6 DS パティオ 101
TEL 098-851-3199

FAX 098-851-3600

