9/19（水）沖縄芝居「渡地物語」

半潜水式水中観光船

歴史文化講演会

マリンスター

■9月21日
（金）17時〜21時
22日
（土）15時〜21時
23日
（日）15時〜21時
■場所：２階イベントデッキ

■日時：9月22日
（土）
・23日
（日）10時〜17時
■定員：20人

9/21（金）

半潜水式水中観光船マリンスターが
海中の別世界に誘います。

18:00 〜 19:45

※雨天時等欠航あり。

氏名・年齢・性別・電話番号・希望曜日をご記入の上、ハガキかFAXにて
ご応募下さい。1枚2名様までお申し込み頂けます。
※2名様分の氏名・年齢・性別をご記入下さい。
締切：9月10日
（月）の消印まで有効です。

〜那覇・泊界隈に残した異国人の足跡〜
講師：山口栄鉄（琉球歴史・文化研究家）

お申し込み先：とまりんフェスタ事務局（泊ふ頭開発株式会社内）
住所：那覇市前島3丁目25番ｰ1 FAX：098-861-3345

場所：とまりん 3 階特設会場（定員約 70 名）
受講料：300 円（高校生以下無料）

船で巡る那覇港湾施設

（那覇港湾・空港整備事務所）
日時：9月22日
（土）
、23日
（日）13時：20名

泊の歴史散歩

両日とも12時30分に総合案内所にて受付。
当日先着順となります。

9/23（日）

1４時：20名

①久米島
④渡嘉敷島

②渡名喜島
⑤粟国島

③座間味島
⑥南・北大東島

参加費：大人 200 円（高校生以下無料）
所要時間：約 2 時間
（とまりんスタート・ゴール）

歌劇「渡地物語」
前舞踊「仲里節・もどりかご」

別メニューです。
旨いどころ満載！
！

手作りアートマーケット

青空教室・島々の物産展
おじーやおばーが昔ながら
の手法を用いて｢竹トンボ｣
や｢風車｣や｢サーターアン
ダギー｣の作り方を教えてく
れる体験教室を開催いたし
ます。
もちろん作ったあとは芝生
広場で食べたり遊んだり！
！

県内外のアーティストがとまりんに大集合！
デザイン＆アートをテーマにした雑貨、ファ
ッション、アクセサリーなど自慢のオリジナ
ルグッズを展示・即売します！

わくわくキッズ広場

とまりん離発着の７つの

■場所：とまりん２階特設会場

この機会にふるさとの味、

絵本ライブ・かみしばいライブ

島の特産品を展示即売。

かみしばいや〜 さどやん

島々の恵みをお求め下さい。

古くて新しい現代版紙芝居屋「さど
やん」のオリジナル超大作めかるっ
ちの大冒険。組踊をモチーフにウチ
ナーグチがいっぱいの楽しい紙芝居。

渡嘉敷村、座間味村、久米島町、
渡名喜村、粟国村、南大東村、
北大東村

9月21日
（金） 会場：野外ステージ

１回公演
わたんじものがたり

とまりんフェスタだけの特

＜お問い合わせ＞
担当窓口：(株)かりゆしエンターテイメント 電話098-863-4152

22日
（土）
わったー島自慢クイズ大会で全島ペア券プレゼント！

定員：20 名

海産物、
てんぷらを販売。

出店者募集中！

離島往復乗船券プレゼント

案内ガイド：真栄里泰山（沖縄大学客員教授）

泊いゆまち食堂〈マグロ解体ショー〉
泊いゆまち食堂の新鮮な

■場所：とまりん２階特設会場

わったー島自慢クイズ大会

10:00 〜 12:00

産直・直売広がる交流

ステージ演奏を聴きながら、
潮風を浴び、海を眺め、
冷たいビールを飲む・・・
過ぎ行く夏を惜しみながら
ベイサイドで過ごす贅沢な時間

★マリンスター乗船募集★

演題：大琉球王国と海外諸国

9月19日
（水）沖縄芝居

オリオンビアガーデン

無料

★とまりんスペシャルライブ

オープニングセレモニー
■17:30〜

〜ベイサイドジャズナイト〜
こはもと 正 PROJECT

あらすじ

■19:00〜

3 年の首里殿内の奉公を終えた久米島の青年が

フランク・ゴードン
■19:40〜

安富祖 貴子
■20:30〜

渡地から久米島に帰ろうとするが船に乗り遅れ
てしまう。仕方なく港の宿で一泊することにな
った青年は、美しいジュリ（遊女）と出会い奉
公先で貯めた全財産を全てつぎ込んでしまう。
2012フレンドシップ大使

■原作：高江洲紅矢
■開場 18:30

■演出：平良進

■出演：劇団綾船 （平良とみ

人 / 前売 1,000 円

当日 1,200 円

マーチング

6 階ニライカナイ

こども / 前売

600 円

当日

沖縄県立小禄高等学校
吹奏楽部

800 円

今年の沖縄県吹奏楽コンクール
で金賞を受賞した他、沖縄県マ
ーチングフェスティバルでも県
代表となる。毎年全国大会に出
場するなど、県内で実力派の吹
奏楽部。

チケット取扱先：泊ふ頭開発、沖縄タイムス社、コープあぷれ、リウボウ

9月22日
（土） 会場：野外ステージ
ちびっこ元気まつり
島々の太鼓
■15:00〜

長嶺花菜

2012ミス・ユニバース・ジャパン沖縄代表

他）

開演 19:00

■場所：沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

大

平良進

アロ*ハイ祭inとまりん

■16:00〜

１２歳よりサックスを始める。
フランス パリを中心に各地で
ストリートパフォーマンスを展
開。世代を超えたファン層から
支持されています。

魂を感じさせる、深く濃い情感
に満ちた歌声。ジャズファンに
贈る至福のひととき。

★とまりんスペシャルライブ

■18:00〜

慶良間太鼓

子ども達による元気溢れるステージをお届け致します。

アメリカ、ミルウォーキー・ウイス
コン州出身。シカゴの前衛ジャズ集
団AACMに所属し、次世代のジャズス
タイルを開拓したパイオニアの一人。
2005年沖縄移住。

ハワイアンフラスタジオ
チャーミングティアラ
主宰者：金城ローサ

〜島唄ライブステージ〜
喜納啓子Ohana ■20:00〜

一人でも多くの人にフラの素晴らしさを
知ってもらいたく、2005 年 9 月よりスタ
ジオを開く。地域でのイベントや多数の
イベント等に多数出演するなど活動中。

「ハイサイおじさん」などの名曲で知られるアーティスト喜納昌吉
の妹、喜納啓子、息子のエディ、孫の昌代、ステファニーと共に音
楽活動を開始。高い演奏技術と歌唱力、軽快なトークで会場を沸か
せます。

レイ アロハ フラスタジオ
代表者：キティ浦添

わったー島自慢クイズ大会
■16:05〜

13 歳からの 17 年間 ジャズシンガーとして
活躍。その後、ハワイアンフラに出会い、
クムフラ：リムファミリーの長女、リムアミ
ナ氏の元で学ぶ。県内の多数のイベント出演。

とまり会泊地バーリー
■17:40〜
那覇市無形民俗文化財
陸上で行われるハーリー「地バーリー」。
息のあった櫂さばきに注目。

離島往復乗船券が当たる！

＜とまりん＞が結ぶ７つの島々のみなさんが主役♪
芸能やクイズ大会で島の自慢・魅力を紹介します。

Hula Halau Pikake Terunuma 沖縄校
（フラ ハラウ ピカケ テルヌマ）

代表者：照沼節子

1996 年 ハワイ人間国宝 George Naope
（ジョージ ナオペ）氏に学び、「ピカケ」の
ハワイアンネームを授かる。茨城県をはじめ、
鳥取県、島根県、沖縄県那覇市、糸満市で指導
にあたっている。

9月23日
（日） 会場：野外ステージ
沖縄角力とまりん場所
エイサー演舞
■10:00〜 ちびっこ角力大会
■13:00〜 全島チャンピオン決定戦

■17:00〜

ニックスハマヤー空手太鼓

沖縄角力は５００年余りの歴史があり、沖縄特有の格闘技。
スピーディーな展開と迫力ある技のかけあいが醍醐味です。
各島の代表が＜とまりん＞に集結！

1998年に結成。
沖縄の伝統ある空手
とエイサーを通して
国際交流をモットー
に県内外（海外）の
イベントに参加。

飛び入り大歓迎！ 9:30受付（先着順）

とまりんじゃんけん大会
■17:30〜

豪華プレゼントをご用意！

ダンス

★とまりんスペシャルライブ

■18:00〜

社交ダンス・ベリーダンス
フラメンコ・キューバダンス

・フラメンコ
南西ダンススクール リカルド
＆タンゴ・スタジオ

〜ライフイズライブ〜

Soluna

■18:40〜

サザンバンド沖縄 ■19:30〜

屋外の開放的な雰囲気の中 リカルド島袋氏はアルゼン
優雅で情熱的、そして豪華 チン出身。母国の文化を伝
な社交ダンス。
えながらステージ活動を行
っている。

スタジオクラベリオ

Daiquirita ダイキリータ

元ディアマンテスメンバー
「パティ」主催のダンスス
タジオ。女性の神秘性を表
現できる踊りとして人気沸
騰中。

沖縄唯一のキューバダンス
チーム。サルサやルンバ、
マンボなど、バラエティに
富んだダンスを披露。

ヴォーカルMikiとギターShinji
のユニット＜ソルナ＞。ラテン
のエッセンスを取り入れた温か
いステージをお楽しみ下さい。

２００５年初頭､県内で活躍する有名な腕利きミュージシャンを
集めて結成！
コピバン♪サザンバンド沖縄♪沖縄のサザンファン、隠れサザン
ファンの為に“とまりん”でスペシャルライブを開催いたします。

