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旧盆で～びる 

拝啓  

 厳しい残暑がつづいておりますが、県人会員および沖縄を愛するみなさまいかがお過ごしでしょうか。 

今年の夏は全国的に異常なほどの暑さと気温で、むしろ沖縄の方が気温が低く、沖縄が避暑地ではないかと

いう話も出たくらいでしたね。とはいえ沖縄の夏はまだまだ 10 月末くらいまでは続くとは思いますが、 

ここ愛媛では 9 月になれば秋風も吹くでしょう。お盆で帰省できた方もそうでない方も愛媛で沖縄感じる

ことができそうなイベントが目白押しです。ぜひとも足を運んでお楽しみくださいませ。     敬具                                                                                    

 

琉球國祭り太鼓 愛媛支部 

エイサーページェント！ 

琉球國祭り太鼓愛媛支部は 8 月 5 日松山城城山公園やすらぎ広場で「エイサーページェント 2018」を開催、真

夏の太陽の下、愛媛沖縄県人会有志による「かぎやで風」に始まり、嶋本慶さんの三線演奏のあと、ブラジル、ペ

ルー、アルゼンチン含む全国 27 箇所をスカイプで繋ぎ、午後 2 時の時報に合わせ「ミルクムナリ」「虹鳥」「六町

節」の三曲を世界同時演舞した。 

（エイサーページェントとは）子供から大人まで、年齢

性別を問わずできるだけたくさんの人にエイサーを体

験してもらい、その感動を共有したいという想いから

始まった今から２５年前、那覇の泊大橋を舞台にしたイ

ベントから始まり、今回で２４回目を迎えた。琉球國祭り

太鼓では 2009 年から“地球スペシャル エイサーペー

ジェント”と題し県外、海外の支部にも呼びかけ「同時

演舞」に取り組んでおり、例年 4,000 名程の参加者が

地球を舞台に感動を打ち響かせている。 

 

琉球國祭り太鼓１５周年記念公演決定！ 

松山市に拠点を置く愛媛支部は来年２０１９年に発足１５周年を迎えます。それを記念して２０１９年７月１４日（日）

砥部町文化会館にて開催が決定いたしました。沖縄よりプロ演奏家の方々、また中四国の 

琉球國祭り太鼓の協力を得ながら、愛媛支部として初めての記念講演となります。 

琉球國祭り太鼓愛媛支部 募集！ 

沖縄が大好き！エイサーが好き！太鼓が好き！年齢、性別を問わず！ 

うちな～んちゅ、えひめんちゅ問わず！ 

まずは見学からでも結構です。詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください 

琉球國祭り太鼓 愛媛支部 matsuridaiko_ehime_shibu@yahoo.co.jp 

または 琉球國祭り太鼓 facebook 検索ください。 
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第 21 回俳句甲子園に興南高校出場 ２０１８年８月１8～１９日開催 

俳句甲子園は、毎年 8月に愛媛県松山市で全国大会が開催される高校生のための大会です。 

沖縄県代表 興南高校（出場２回目）は予選リーグを岩手県水沢高校、愛媛県今治西高校、洛南高校を破り３勝０

敗で決勝トーナメントに進出。山口県徳山高校に敗れはしましたが、勝った徳山高校は初優勝を飾りました。 

個人最優秀賞に興南高校２年 桃原康平（とうばるこうへい）さん輝く！ 

毎年一人だけ選出される最優秀賞に興南高校の桃原康平さんが選ばれました。沖縄県勢が最優秀賞

に選出されたのは初めて。また、興南高校３年上里匠（うえさとたくみ）さんは優秀賞を受賞しました。 

「滴りや方舟に似てあなたの手」（したたりやはこぶねににてあなたのて）最優秀賞 桃原康平 

「草笛の青々として息熱し」（くさぶえのあおあおとしていきあつし） 優秀賞 上里 匠 

俳句甲子園 WEB サイト http://www.haikukoushien.com/ 

 

愛媛で行われる沖縄県連イベント情報 

9月 9日(日) 

《 西日本豪雨災害ベネフィットコンサート 》 

● 16:00 開場/16:30 開演  

● 松山市総合福祉センター 大会議室  

(松山市若草町 8-2) 

● Ticket 1,000 円(全額寄付) 

※複数枚のご購入や、行けないけれど寄付としてご

購入、なども有難く承り、大切に支援金としてお渡

しさせて頂きます。 

● 出演  

【JAZZ】 

堤宏文＆ストレートフラッシュスペシャル Band 

 Tenor sax 清水末寿 (from 広島) 

 Vocal 大石玲子 Piano 渡部由紀 

 Bass 吉岡英雄  Drums 堤宏文 

【沖縄音楽】嶋本慶＆シマジマーズ 

 嶋本慶  秋山奈緒子  大谷花葉 

 竹内直子  神野匡崇 

【MC】ポン川村 

● チャリティ T シャツ販売 

 石垣島白保出身 新良幸人さん、宮古島出身 下地イサムさんのユニット、THE SAKISHIMA meeting が

この災害支援のために作成された｢ We are there for you ｣ チャリティ T シャツの販売を行います。  

今回特別に愛媛でサイン入りのものを販売させて頂くことになりました。 

 サイズ S.M.L.XL の各 2 色。 価格 2,500 円。売上金は、所属事務所 有限会社 ARIZE を通じて、西日

本豪雨の被災地へ寄付されます。売り切れの際はご了承ください。 

 お問合わせ OFFICE;TSUTSUMI 090-1170-3960 ベネフィットコンサート実行委員会 堤 麻実子                           
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9 月 11 日（火）VOICE25 周年記念ライブ 

《出演者》ユキヒロ  

元ニーニーズ。沖縄出身のシンガーソングライター。

「HEIWAの鐘」「今日から明日へ」高校生音楽教科書

に採用。沖縄美ら島大使（沖縄県観光親善大使）が

「24 時間の神話」で有名な VOICE 25 周年記念ライ

ブのオープニングアクトとして初愛媛松山ライブで

す。 

《会場》Live music Bar カラフル  

愛媛県松山市大街道 2丁目 1-4 ビスコンティ大街

道 6階 

《開場》１９：００ 《開演》１９：３０ 

《前売》３，５００円（１ドリンク付き） 

《当日》４，０００円（１ドリンク付き） 

《チケット受付・問い合わせ》 

カラフル ＴＥＬ 089-931-6112  

VOICE 後援会 愛媛支部  

竹本 ＴＥＬ 090-4504-8218  

Mail ehimevoice2016@outlook.com 

 

 

9 月 13 日（木） 『長月の島唄ライブ』 

 

《出演者》 とぅるばーる 

愛媛県出身の嶋本慶と神野匡崇によるユニット。  

普段夜のライブには参加できないというリクエス

トに応えてお昼間ライブ。沖縄民謡、ポップスと奄

美民謡など。ゆる～く楽しめます。 

 

《開場》14:00  《開演》 14:30ｒ 

《会場》オーガニックカフェ野芹(のさり) 

愛媛県 松山市二番町 3-7-14 

《料金》￥2000 円(１ドリンク付き) 

定員 30 人 予約優先制 

《お問い合わせ》 090-9459-3614(シマモト) 

 

 

 

 

 

 

mailto:ehimevoice2016@outlook.com
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9 月 13 日（木）石川陽子 ライブ 

《出演者》石川陽子 

沖縄県伊平屋島出身。学生時代を大阪で過ごし、20

代で沖縄民謡を学ぶため帰沖、沖縄民謡会の重鎮 

大城志津子に師事。現在は沖縄民謡の指導者とし

ても活動中。 

2018 年 9 月 5 日初のソロアルバム「三味の喜び」 

リリース 初愛媛ライブ！ 

 

《会場》オーガニックカフェ野芹（のさり） 

愛媛県 松山市二番町 3-7-14 松山ガーデンスク

エア（三越裏） 

《開場》19：00 《開演》19：30 

《料金》\2000（ドリンク別） 

《お問合せ》090-9459-3614（シマモト）  

 

 

 

 

 

9月 12日～17日 照屋林次郎 三線展 

《会場》 萬翠荘（ばんすいそう） 

《開場》9：00～17：00 《入場無料》 

照屋林次郎（てるやりんじろう） 

野村流師範で三線職人の祖父照屋林山のもとで、 

16 歳から三線製作の技術を学ぶ。  

 映画「パイナップルツアーズ」にも美術製作として

参加、また笑築過激団をはじめ、他の舞台美術など

も手掛けてきた。 父はてるりんこと故・照屋林助。兄

はりんけんバンドの照屋林賢。 

三線の無料診断できます。修理は別途。 

９月１５日（土）よなは徹（よなは とおる）ライブ  

琉球古典音楽家・島うた界における若手実力派歌者。

琉球古典音楽 野村流音楽協会／師範 国指定重要

無形文化財「組踊」／伝承者（太鼓） 

《会場》 萬翠荘（ばんすいそう） 

《開場》15：30 《開演》16：00 

《前売》￥3000 《当日》￥3500 

《お問合せ》 

萬翠荘 089-921-3711 

Keep on 089-986-7668（川村） 
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９月２３日（日） Keep on（キーポン）１５ｔｈ Anniversary Live&Disco Party 

松山市二番町にあるオキナワ BAR「Keep on」の 15 周年パーティ。沖縄からのゲスト「ローリー」ライブ

などに加え、沖縄最年長 DJ「Ojee 高良（オージーたから）」氏らを迎え、ディスコパーティを開催。 

《 会 場 》

WstudioRED（ダブ

ルスタジオレッド） 

松山市湊町 4-10-

8BE-FLAT ビル地

下 1階 

《開宴時間》 

18：00～24：00 

《前売》￥3000  

《当日》￥4000 

《お問合せ》 

090-3795-4615 

（ポン川村） 

 

 

 

 

 

 

９月３０日（日） 

第１１回愛媛唄三線愛好者の集い 

～沖縄の音色に魅せられて～ 

 

愛媛在住の三線愛好者を中心に、毎年発表会的に

行われるイベント。これから三線始めたい、興味が

あるという方には各教室の情報も得られる。 

《場所》愛媛県生活文化センター３階大広間 

《開場》12：00 

《開演》12：30 

《入場無料》 

《連絡先》090-9455-1046（寺川） 

 

飲食物など持ち込みも可。 

（ゴミを持ちかえること） 
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FM愛媛(79.7MHz)「ハイサイ！沖縄 PARADISE RADIO」 

 毎週日曜日午後９時からオンエアしている「ハイサイ！沖縄

PARADISE RADIO」は愛媛における沖縄専門ラジオ番組として（一部の

コアなファンの間で 笑）親しまれている。１２年番組を担当している

パーソナリティの「ポン川村」は、琉球大出身で沖縄在住歴１４年。

「パーシャクラブ」「The Waltz」レコーディング参加。「ディアマンテ

ス」ライブサポートなどの経験を持ち、沖縄ミュージシャンとの交

流も多い。Radiko登録すれば１週間スマホ携帯から聞くことができます。

沖縄情報 リクエストも募集中！ haisai@JOEUFM.COM 

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) 

経費については、寄付およびその他の事業収入をもって当てることとし、会費は当面の間、徴収を見合しており

ます。 寄付のご協力よろしくお願いします。 

今後の予定 沖縄記念日イベントなど 

１０月１７日（水）「沖縄そばの日」1978 年そば粉を使わない沖縄そばが特殊名称として認可された日 

１１月１日（木）「泡盛の日」1989年制定。11月から泡盛製造の最盛期に入り泡盛の美味しい季節になることから。 

１２月  日程詳細未定  忘年会 （飲み会しましょう～！） 

２０１９年 

１月１３日 （日）「ムーチー」 

２月５日 （火）「旧正月」 

編集後記   ３月の会報誌発行から半年たちました。季刊くらいで発行できればと予定しておりましたが、なかなか時代の流れに乗る

ことができません（苦笑）今回は９月のイベント情報誌のようになってしまいましたが、今後も皆様からの情報などお待ちしております。 
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