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の自治会

※人口・世帯数は平成28年2月現在のものです。

19
南風原町

　地域が主体となって「まちづくり」をすすめることに重点を置き、年4回の清掃
活動では子供から大人までが参加し、草刈りやゴミ拾いなどを行っています。そ
の活動のおかげで不法投棄が多かった地域もきれいになりました。
　平成27年12月4日、東新川災害時避難施設が竣工しました。自治会が維持管
理を行う施設としては、町内で初めての施設となっており、防災コミュニティ活
動の拠点として活用し、まちづくりを進めていきます。

●人　口：
●世帯数：

東新川災害時避難施設

まちづくり環境美化活動

189人
95戸

●人　口：
●世帯数：

すずらんの会（代表：砂川妙子）

649人
648戸

●人　口：
●世帯数：

さわやか会のこいのぼり

489人
181戸

●人　口：
●世帯数：

青年からシニアまでのアスリート

5,594人
2,055戸

●人　口：
●世帯数：

子育てサロン

駅伝大会 龍蛇が登場する｢兼城の綱引き｣ カンナの花で緑化運動に励む｢本部カンナの会｣ 旗頭

清掃活動 三線愛好会（会長：糸数直一） さわやか会

2,399人
1,028戸

●人　口：
●世帯数：

かすりロードを散策するご婦人たち

1,445人
528戸

●人　口：
●世帯数：

新一年生激励会

150人
371戸

　兼本ハイツは、沖縄県住宅供給公社が、本部・兼城の丘を一戸の分譲団地として開発し、昭和51年から入
居が始まり世帯数198戸、人口640人の南風原分譲団地が誕生しました。平成8年4月1日、団地名が｢兼本ハ
イツ｣に改称され現在に至っています。兼本ハイツでは、平成5年に糸数直一氏が三線愛好会を結成し、以
来、自治会主催の新年会、納涼夏祭り、敬老会や南風原町主催の総会や敬老会などにも積極的に出演して会
場を盛り上げて地域の活性化にも貢献しています。また、女性部｢すずらんの会、瑞穂大正琴サークル、青ノ会
女性部｣も自治会活動や福祉活動にも積極的に取り組んで｢明るく住み良い地域づくり｣に貢献しています。

住民主体の地域活動と豊かな住みよい環境
　第二団地自治会では、毎年、子供の日が近づくと、子どもたちの健やかな成長
を願い、 さわやか会の｢手作りこいのぼり｣が挙がります。掲揚式では地域住民
がそれぞれ協力し、色鮮やかな風景が見られます。また、毎週1回、集会所で開
かれる｢子育てサロン｣では、お母さんとお子さんの交流の場として利用され、民
生委員による子育て相談や参加者同士での懇談もあり、広いスペースでは、の
びのびと子供達も思いのままに楽しく過ごしています。

子ども達の「夢」を育む地域活動

　国頭村の奥から新川までの約130kmをつなぐ「駅伝大会」は住民の多くが参
加し、30年も続いている一大イベントです。
　自治会が管理するコミュニティセンターでは、青年エイサーなどの祭りやサー
クル活動の場として利用され地域活性化に役立てています。
　また、新川には全国でも数少ない、高度で多機能な県立南部医療センター・こど
も医療センターや沖縄県の貴重な公文書を所蔵する沖縄県公文書館があります。

30年目を向かえる「駅伝大会」
　町内で唯一、グスク跡（内嶺城）がある兼城は、区を挙げて祭事を執り行っており、
その中でも｢兼城の綱引き｣は守り神とされる龍蛇（ジャ－）が火を噴き、区民の調和を
示す（クンブトゥ－ル）など特徴あるものがあります。他に、新年会（もちつき大会）、納
涼夏祭り、敬老会、慰霊祭があり、これらには伝統芸能である舞方棒、揚作田、下口説
が演じられています。また、南風原町体育大会では５連覇を達成するなど、スポーツ
活動も盛んで、青年からシニアまで、現役で活躍するアスリ－トが勢揃いしています。

独自の伝統を今に伝える
　南風原町の｢かすりの産地｣のひとつである本部区には絣の文様でデザインされた通りや道案
内が多くあり、散策路としても楽しめます。また、区の道路約1.8kmをカンナの花で緑化運動に取り
組む「本部カンナの会」はその功績が認められ、琉球新報活動賞（平成26年度）を受賞しています。
　伝統芸能では男女の求愛を蝶と花を模した踊り手が表現する｢ハーべールーモーイー｣が平
成26年に64年ぶりに復活し、地域の伝統継承にも力を入れています。また、本部区は公民館
と児童館が同じ場所にあることから、世代間を越えた交流にも積極的に取り組んでいます。

「琉球かすりの里」としての誇りあるまち
　毎年の夏、団地の集会所前の通りを｢歩行者天国｣として解放し、週末には盆
踊りやいくつもの旗頭が挙がる綱曳きがおこなわれており、綱曳きの前には、対
立する相手方に威勢をぶつけ合う｢旗頭のガーエー｣で盛り上がります。
　また、入学シーズンには、小学一年生のいる家庭を対象に｢新一年生激励会｣
も開かれており、新しく入居した住民なども気兼ねなく地域活動へ参加できる
よう地域住民が手を取り合ってサポートしています。

20年以上もつづく「旗頭」のガーエー

© OCVB

南風原町
全体図

favorie
お気に入りがいっぱいの南風原
HAEBARU

【iPhoneの場合】

スマホで「南風原町の風景」が見れます！

●詳しくは、巻頭の目次をご覧下さい。
【Androidの場合】

スマートフォン対応の「南風原町観光アプリ」をお使いの
機種に合わせて、QRコードからインストールし、「はえる
ん」がある写真をスマートフォンで読み取ると｢案内動画｣
を見ることができます。 南風原町観光アプリ

こちらの
写真を
スキャン！

動画
が見れる

こちらの
写真を
スキャン！

動画
が見れる
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津嘉山 山川
やま がわ（ヤマガー）

宮平
みや ひら（ナーデーラ）

宮平ハイツ
みや ひら

宮城
みやぐすく（ナーグスク）

大名
おお  な（オオナ）

慶原
け   ばる

喜屋武
きゃん（チャン）

北丘ハイツ
きた おか

与那覇
よ    な    は（ユナファ）

照屋
てる   や（ティーラ）

神里
かみ ざと（カンザトゥ）

宮　城

与那覇

大　名

神　里

北丘ハイツ

喜屋武

宮　平

宮平ハイツ

慶　原

新　川

東新川

兼　城

兼本ハイツ

本　部

第二団地

照　屋津嘉山

第一団地

山　川
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　津嘉山区を代表する｢綱曳き｣は南山王が伝えたとあり、地域の誇りとして受
け継がれ、｢御願綱｣として毎年旧暦6月26日に｢アミシの御願｣に行われますが、
大綱曳きの場合は稲の収穫儀礼である六月ウマチー（旧暦6月15日）後の月明
かりのある頃が選ばれ、15～18日頃の2日間にわたって勇壮な大綱曳きが展開
されます。また、周辺環境はバイパスの開通もあってアクセスの便利さもあり、
商業店舗や住居地域もひろがり、住みやすいまちとして注目されています。

「温故知新」が礎にある活気あるエリア
　昔から南風原では、野菜作りとスポーツ競技といえば、｢山川｣の名が上がります。その野菜作りで
は近代的な大型ハウス等を導入し、ゴーヤー等の野菜が周年栽培され県内及び本土へ出荷されて
います。最近では、へちまの生産日本一の南風原において｢はえばる美瓜｣の生産にも力をいれてお
り、｢おきなわ花と食のフェスティバル｣では農業用水の安定供給と活気あるユイマールのふるさと
づくりが評価され｢沖縄ふるさと百選｣にも認定されました。また、スポーツに対する関心が高く、町
内のスポーツ大会では常に上位の成績を納め、平成21年度には32年ぶりに総合優勝に輝きました。

農業人魂が築くふるさと
　南風原にまだ学校がなかった頃、宮平出身の仲村渠筑親雲上（なかんだかりちく
ぺーちん）が明治元年に開いた学校の始まりを記念し、宮平公民館の敷地内に「手習
所之跡」の碑が建立されています。そのことから宮平には今も教育関係者が多くいま
す。また、約300年前に伝わった｢宮平獅子舞｣で、一時途絶え、およそ60年ぶりに復
活した舞型の披露に加え、紅型衣装に身を包み、踊りの所作が他の地域とは異なり
優雅に舞う｢笠踊り｣の戦後初の披露など、伝統継承にも積極的に取り組んでいます。

教育に根ざした人物の輩出。伝統芸能の継承。
　平成28年で16周年目を迎える宮平ハイツは南風原町で19番目の行政区とし
て新しいまちづくりに取り組んでいます。
　毎年、夏休みには、｢夏祭り｣が開催され、子どもから大人まで楽しめるプログ
ラムや屋台を企画し、区民全員が楽しめるアットホームなイベントを開催してい
ます。平成27年には約30年ぶりに復活した伝統舞踊も披露し、大いに盛り上が
りました。

南風原で一番あたらしいまち

　宮城区で大切に伝承されてきた、組踊り｢国吉ぬひゃ～｣の｢忍び｣の場を舞踊
として独立させ演じられている伝統芸能のほか、綱曳きも盛んで旧暦６月15日
のウマイー綱と旧暦６月26日のウフジナ（大綱）の２つが行われます。
　特に｢綱曳き｣は区民の誇りでもあり、地域のシンボル的な行事として戦前か
ら戦後を通して一貫して行われており、区長を中心に若者衆（ワカムンジュー）
のカシラ（頭）とヒサグヮー（小頭）が運営にあたっています。

「伝統芸能と綱曳き」がいきづくまち
　大名区には第二尚氏王統第十代尚質王（しょうしつおう）の次男・尚弘毅（しょ
うこうき／1647年～1687年）を始祖とする摩文仁家の墓があります。これは11
年間、摂政を務めた功績により国王から贈られた墓で、築造年代は不明です。
　観音開きの入り口や墓内の石柱、漆喰で仕上げた天井、琉球石灰岩を切石で
積んだ壁など、住居風の造りが特徴で、1970年7月14日、町内唯一の県指定文
化財に指定されました。

琉球王国時代の佇まいが今も残る
　慶原区は沖縄陸軍病院南風原壕跡のある黄金森から東にある緑豊かな地域
で、総人口50人余の小さな自治会です。
　最近では那覇空港自動車道に近いことから利便性も高くなっており、その高
架橋下にはパークゴルフ場などもあり、区民の憩いの場として利用されていま
す。また、集会所には、区民や地域の小中学校、図書館から寄贈された書籍をそ
ろえた、｢文庫コーナー｣があり、子どもたちに広く利用されています。

　喜屋武では、昔から新築や結婚などの祝いごとには、赤飯や三枚肉などとともに、
「ちゃんぬソーメン」が出されます。これは豚肉のだし汁で茹でたそうめんの水気を
切り、豚肉（Bロース）、紅ショウガだけというシンプルなもので、お祝いの席には欠か
せないごちそうです。また、伝統行事や伝統芸能にも特徴があり、旧暦の6月25・26
日の二夜にわたって行われる、俗に「けんか綱」と称される「喜屋武の綱曳き」や旧暦
の8月の十五夜遊びでの定番演目の｢獅子舞｣、｢長者の大主｣などがあります。

伝統食「ちゃんぬソーミン」で祝う

　北丘ハイツでは、｢結の会｣を中心に、区の集会所や地域周辺の美化活動を続
けており、南風原町の｢第30回美化コンクール｣で最優秀に輝くなど、明るいまち
づくりを楽しみながら取り組んでいます。
　また、地域住民が協力し合いながら｢納涼祭｣や｢敬老会｣、｢餅つき大会｣など
も活発に行われ、これら活動のようすを伝える広報誌｢北丘の風｣は20年以上
続いており、区民の皆さんにも好評です。

区民が率先してすすめる美しいまちづくり
　与那覇には、ウサンシーという若者が主人公の｢浦島伝説｣が残されています。
　浦島伝説のように竜宮の宴の後、ウサンシーは村に戻りますが時が経っており、彼を知る者
はなく、一人寂しく御山嶽に登って行きました。そして土産の紙包みを開けた途端、中にある白
髪が降りかかり、白髪の老人となって、そのまま崩れるように死んでしまいました。その後、この
場所はウサン嶽と呼ばれ、地域の信仰を集める拝所となっています。また、毎年大綱曳きの時
には｢ウサンシー歌舞劇｣を披露し、昔と今をつなぐ文化活動にも積極的に取り組んでいます。

沖縄でも珍しい「浦島伝説」の残る村
　照屋区には脈々と受け継がれる伝統芸能｢舞方棒（メーカタボー）｣と呼ばれ
るものがあり、｢北谷の手｣、｢アブシの手｣の2つの型があります。
　アブシの手は年中行事や慶事に執り行われることが多く、区民の誇りとなっ
ています。他に20数年ぶりに復活した｢綱曳き｣は住民総出で綱づくりに取り組
み、旧暦の6月25日と26日に本番を迎えます。
　また、地域には有形民俗文化財にも登録された、｢照屋の石獅子｣もあります。

独特の「型」に裏打ちされた勇壮な伝統芸能
　神里に伝わる獅子舞は約300年前に始まったとされ、ムートゥヤー（本家）の
一つである「田本（屋号）」の照屋善彦さんの自宅で獅子を保管しています。
　旧暦8月10日、5カ所のムートゥヤーを訪ね、その家々の拝所に獅子を奉納し
て回ります。また、1985年に玉城村(現南城市)奥武に指導を受けて始まったエ
イサーも盛んで、旧盆や町の｢ふるさと祭り｣や｢芸能まつり｣などの行事にも積極
的に参加し、勇壮な舞を披露しています。

いにしえの郷愁を誘う里

●人　口：
●世帯数：

大綱曳き

2,439人
907戸

●人　口：
●世帯数：

敬老会

341人
130戸

●人　口：
●世帯数：

綱曳き

1,539人
534戸

●人　口：
●世帯数：

神里青年会のエイサー

838人
319戸

●人　口：
●世帯数：

ヒージャーガー

989人
377戸

●人　口：
●世帯数：

伝統舞踊｢忍び｣

1,004人
352戸

●人　口：
●世帯数：

慶原の風景

52人
19戸

●人　口：
●世帯数：

ちゃんぬソーミン

1,223人
451戸

●人　口：
●世帯数：

農業祭・敬老会

1,069人
378戸

●人　口：
●世帯数：

26年ぶりに復活した組踊り｢八重瀬（エージ）｣

9,312人
3,425戸

●人　口：
●世帯数：

笠踊り

7,156人
2,539戸

●人　口：
●世帯数：

琉球舞踊

402人
115戸

津嘉山の｢綱曳き｣ はえばる美瓜（ビュウリー）

旧暦6月に行われる｢綱曳き｣ 摩文仁家の墓

納涼祭 ウサン嶽

宮平獅子舞｢マーイ手（まーいでぃー） 夏祭り

高架下の｢パークゴルフ場｣ 喜屋武の綱曳き

舞方棒 神里の獅子舞

高架橋下のスペースを有効利用

※人口・世帯数は平成28年2月現在のものです。

つかざん（チカザン）


