一般社団法人 南風原町観光協会

2013（平成 25）年 10 月

第2号

発行 一般社団法人 南風原町観光協会
南風原町字本部 158 番地
電話 ０９８－８５１－７２７３
FAX ０９８－８５１－７１０９
Mail chiiki-machidukuri@haebaru-kankou.jp
http://www.haebaru-kankou.jp（公式 HP）
kankou
URL

日差しの強さは相変わらずですが、風は涼やかさを纏い始め、心地の良い秋の気配を感じるこの頃ですが、皆様
におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。10 月は、南風原町観光協会も関るイベントが盛りだくさん！職員
一同、気合いを入れてがんばります！…その前に。去った 9 月も、観光協会にとって大小いろいろなイベントがあ
りました。それらを振り返りながら、皆様にご報告したいと思います。

未来の南風原観光の担い手に！？
北丘小学校キャリア学習会

はるばる南風原へ
名桜大学学生へ戦跡を案内

総合学習の一環で、地域事業所の就業体験「キャリア学習」に取
り組む、北丘小学校 6 年生児童が、9 月 10 日（火）観光協会に来て、
職員と本部区の大城徳次郎さんとかすりの道を散策しました。北丘
小は南風原町内の北側校区なので、かすりの道の舗装や織物工房、
糸張り場などめずらしいものが多くあったようです。
学習は「お散歩コース」を各班で作成
し、発表するとの事です。
子どもの視点で見出す南風原の光る物。
この児童たちの中から、将来の南風原観
光の担い手が生まれるかも？
地元の方からお話を聴く

12 日（木）に名桜大学の「沖縄平和スタ
ディ・ツアー」の一環で、黄金森の陸軍病
院 20 号壕をはじめとする、南風原町内の
戦跡めぐりを行いました。
68 年前の沖縄戦では、南風原においても
地上戦が展開されたと云われていますが、
いま、その歴史を感じさせるよすがは、ほ
とんど残っていません。こういった「名も
なき戦跡」は、伝えていかなければ失われ
てしまいます。こういった面にも光をあて
ていかないと、と強く思わせてくれる案内
になりました。

安全安心な南風原町は講習から！
第８回救急救命講座、与那覇にて実施

かすりの道の魅力を伝える
「かすりの道モニターツアー」を行いました

2012（平成 24）年 6 月から、東部消防組合と
共同で開催している救命講習会。21 日（土）に、
与那覇コミュニティセンターにおいて 8 回目を
開講。これまで累計で 175 名の方々の受講を頂
きました。こういった救命講習を繰り返し行い、
安全・安心な地域・南風原を目指しています。
また、熱心に受講を重ねて、5 回以上本講習会
を受講された方には、表彰も行っています。こ
れまで 5 名の方を表彰してきました。
「初めてだけど…」でも大丈夫！以後お近く
で開講の場合、ご参加よろしくお願いします！

28 日（土）の朝夕 2 回に分けて、かすりの道モニターツアーを行
いました。1994 年、
「かすりをはじめとする織物工房を結び、その産
業の歴史や文化が学べ、住民の憩いの場となる道」として舗装整備さ
れたかすりの道を基軸に、モニターコースを作成しました。
当日はあいにくの天気でしたが、無事終えられ参加者からのご意見
を頂けて実りの多いツアーとなりました。
かすり織り体験もしました
貴重なご意見、今後の活動に反映させて
いきたいと思います。かすりの道の持つ
魅力を、もっと発信できるよう務めてい
きます！

10 月 20 日（日）に、
「第１回はえるんフェス
ティバル」が、南風原町民広場で行われます。
南風原町のイメージゆるキャラ「はえるん」
は、今年 4 月からたくさんのイベントに参加し
大活躍です。はえるんファンならぜひご参加く
ださい！南風原新伝説もヴェールを脱ぐ!?
南風原町観光協会も、ブースをひっさげて会
場の盛り上げに尽力します!!

今、町内外から静かに、熱い注目を
集める本部区のカンナの道。
会員のみなさまのお声を受け、カン
ナの花植えを実施致します！
日にち：2013 年 10 月 13 日（日）
時に間：10 時～11 時
（本部公園集合）
※雨天時は順延致します。
多くの会員の
皆様のご参加お
待ちしておりま
す！
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その②
『金城哲夫生誕 75 周年祭』
開催日決定！

南風原町に民泊を！

南風原町観光協会では、企画運営委員会
を立ち上げ、ウルトラマンの生みの親の一
人である脚本家、故・金城哲夫氏の功績を
たたえよう！と『金城哲夫生誕 75 周年祭』
を計画しています。9 月 17 日（木）に、
企画運営委員会の準備会が行われ、金城哲
夫生誕 75 周年祭の開催日が決定致しまし
た。決定事項は下記の
開催日時：2014（平成 26）年
開催日時：2 月 15 日（土曜日）
開催場所：南風原町中央公民館及び
開催場所：南風原文化センター周辺
となっております。
詳しい内容はまだ決まっていませんが、
訪れる方々が楽しんでいただけるイベン
ト等にしたいと考えています。内容詳細が
決まりましたら、本紙にてお知らせ致しま
す。
（金城 朋枝）

9 月 18 日より、南風原町民泊受け入れ
担当になりました山城幸子です。南風原
町の魅力を県外からお越しのお客さま
に知ってもらいたい。そしてそれが、南
風原町の活性に大きな役割を担うよう
になることを目指してがんばります。
南風原町には民泊の受け入れ先とし
て、すでに他の事業所に登録されている
方が数名いらっしゃいますが、そちらの
方々とも連携を取りながら、またより楽
しい民泊を目指し、意見交換をしなが
ら、南風原町での民泊が、受け入れする
側、される側の双方に実りの多いものと
なり、将来的に「海のない町」南風原町
が沖縄観光の一翼を担えるようになっ
たらいいなと考えています。
そのためにも、皆様の大きなご協力を
よろしくお願い致します。
（山城 幸子）

今号から、観光協会の活動にご理解とご協力をいただいている会員さま同士の繋がり
を造るため、会員の皆様や事業所および会社をご紹介させていただくコーナーを設けまし
た。第１回目は「株式会社 美玉開発」
「レストランしぐれ」をクローズアップ！

≪株式会社

美玉開発≫

「株式会社 美玉開発」の歴史は、1976（昭和 51）
年の創業から始まります。35 年の以上の経験と実績を
誇る「工事部」と、環境への配慮から生まれた「環境
開発事業部」に分かれて那覇・南風原エリアで活躍。
環境問題を考えてもらうため、工場見学や講座を実施
するなど、幅広い業務を行っています。

美玉開発外観

【ビュウリーズ】
去る 9 月 13 日（金）19 時に南風原
町商工会の観月会に参加しました。
大勢の商工会の会員の前で、堂々と
ダンスを披露しました。
「イベントの度にダンスが上手にな
っているよ」と声を掛けてくれる方も
いらっしゃいました。もちろん、仲良
しの『はえるん』も一緒でしたよ。
10 月 20 日（日）のはえるんフェス
ティバルにも出演が決定！皆さまぜひ
ご来場いただき、ビュウリーズのダン
スをご覧ください。
月より光ったダンス

【ダンス教室】
毎週木曜日に行っているダンス教室
の小学生・中学生は、9 月 1 日のイベン
トからさらに練習を重ねています。10
月 20 日には、はえるんフェスティバル
に出演します。さ
ダンス教室風景
らに上達している
子どもたちを観に
来てください。
（銘苅 勝子）

≪レストランしぐれ≫
津嘉山で 20 年余り、地域の方々に愛され続ける「レス
トランしぐれ」
。沖縄そばや各種定食、お酒やおつまみを
取りそろえているので、幅広いお客様層に対応してます。
そして「しぐれ」の“かぼちゃそば”は、ふぇーばる
グルメコンテストで 1 位に輝いた一品。黄金色の映える
沖縄そばを味わえるのは、
沖縄県で「しぐれ」だけ。
ぜひ食べにきてください！
しぐれ名物“かぼちゃそば”

ビュウリーズの出演イベント情報や、はえるんフェスティ
バル、南風原町民平和の日など、観光協会も関るイベントが
目白押しな 10 月です。スマートフォンをお持ちの方は、この
AR コードからも南風原
町観光協会公式ホームペ
ージへアクセスできます
ので、ぜひご活用くださ
い！

第 66 回南風原文化センター企画展「明
治・大正・昭和のカタチキ・藍型展」が、
10 月 5 日（土）から始まっています。かつ
て沖縄の生活に根ざした、ありふれた「着
物」でありながら、美しくおごそかな感が
ただよいます。ぜひご来場ください。
期間：10 月 5 日（土）～20 日（日）
（毎週水曜休館）
問合：南風原町立南風原文化センター
TEL：０９８－８８９－７３９９

台風の影響で締め切りに間に合うか心配でしたが、なんとか
かたちに出来たので安心しております。
新たな職員、山城幸子さんを迎え民泊事業や、ふるさと名人
制度など、これまで以上にさまざまな業務が可能となって参り
ました。10 月から 11 月にかけて行われるイベントに、観光協
会も精いっぱい尽力致しますので、よろしく見守ってください。
（嘉数 聡）

