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地球規模で人・モノ・資金・情報等が行き交う現代にあって、東アジアの中心に位置する等
の沖縄の持つ特性は、諸外国・地域との経済、学術、文化、スポーツ等の分野で交流と連携
を深めながら、ともに発展していくという取組の中でこそ発揮される。

沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）（平成24年５月）

世界と交流する沖縄

沖縄２１世紀ビジョン・基本理念（平成22年３月）

時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな美ら島おきなわ

沖縄は、琉球王国の時代から交易などを通し
てアジア諸国の人々と交流してきました。１４５８
年に作られ首里城に掛けられていた「万国津梁
の鐘」にも世界を飛び回った琉球の民の様子が
刻まれています。
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「沖縄21世紀ビジョン基本計画」

【施策展開の枠組】

21世紀「万国津梁」実現の基盤づくり

人・モノ・資金・情報等が国境を越えて活発に行き交う国際的なプ
ラットフォーム（共通基盤）の形成

○空港等のインフラ整備 ⇒ 那覇空港第２滑走路
○ウチナーネットワークを基軸とした世界との人的ネットワークを拡大

ウチナーネットワークとは、下記の人々との多元的なつながり
①海外及び県外に移住した沖縄県出身者やその子弟（沖縄県系人）
②沖縄県民
③沖縄と縁のある人々
※多元的つながり・・・・文化活動や経済活動など多分野における交流を通じて形成される

ネットワークのこと

3



4



沖縄県の海外展開
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○商工労働部

北京事務所、上海事務所、 香港事務所、福州駐在所、台北事務所、シ
ンガポール事務所、ソウル事務所の設置

○文化観光スポーツ部
島嶼観光政策フォーラム（済州島、バリ島、ハワイ、スリランカ等）
外国人観光客の誘客

※2019年度：外国人観光客約249万人(2018年度：約300万人）

○環境部
ハワイ(米国）、済州島（韓国）、海南島（中国）との環境連携

○文化行政
文化交流・発信

○基地行政
ワシントン事務所



世界のウチナーネットワーク継承・発展に向けた課題と目標

課題

① 沖縄の歴史・文化等の海外への発信が不足し、沖縄と
のリンクが薄くなっている。

② 県人会活動への若い世代の参加が低迷し、ウチナーン
チュ意識の希薄化が進んでいる。

③ 県人会同士の交流が不足しており、情報交換の仕組み
が上手く形成されていない。

④ 5年に1度、県内で開催される世界のウチナーンチュ大会
への県民参加が少ない。

⇒ この課題を解決するために「世界のウチナーネットワーク
強化推進事業」として各種取り組みを実施。

ウチナーネットワークの継承・発展の推進、強化を目指す。

※H28県人会・民間大使向けアンケート結果等より
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世界のウチナーネットワーク強化推進事業の実施目標

【目標②】県民の関心を高め、沖縄と海外及び海外同士のネットワークが強くなることで、
次回の「第７回世界のウチナーンチュ大会」の成功につなげ、さらなる好循環を生み出すこ
と。

【目標①】10月30日の世界のウチナーンチュの日制定を機に、ウチナーネットワークに関わ
る人々が沖縄に関する取り組みを「自主的」に行い、広げること。

県民

海外・県外

世界のウチナーンチュ
約42万人
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移民歴史等
の普及促進

一般・学生
の意識啓発

県民の
国際性涵養沖縄愛着の増大

海外との
連帯感醸成

次世代の
交流促進

世界のウチナーネットワークの継承・発展

目標
沖縄の歴史・文化等の
発信を強化してリンクを
強化し、県人会等の自
主的な取組を増やす。

目標
県人会活動への若い世
代の参加を促進し、ウチ
ナーンチュとしての意識を
次世代につなげる。

目標
県人会同士の交流を促
進するよう、情報交換の
仕組みを上手く形成する。

目標
2021年度に開催予定
の第７回世界のウチナー
ンチュ大会への県民参加
者を増やし、成功へつな
げる。

芸能指導者等
派遣の実施

WEB・SNS
情報発信

次世代討論会
等モデル事業

出前授業等
開催

各種広報
連携会議

移民歴史啓発
イベント

「世界のウチナーンチュの日」に関連する各種取り組み

SNS等での
交流活発化

海外県人会等の
独自取組促進

ソフトパワー
発信

市町村等の
取組促進
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取組名称 対象/実施時期・場所 事業内容
海外向け
WEBサイト運営・管理
SNSによる情報発信

全世界のウチナーネットワーク 世界のウチナーネットワークのプラットホームとなるWEBサイト運
営及びFacebookによる情報発信を行い、海外県人会や次
世代を担うｳﾁﾅｰﾈｯﾄﾜｰｸ、世界で活躍するウチナーンチュの情
報などを発信する。

沖縄文化芸能指導者の海外派
遣

海外県人会
９月イギリス、10月ペルー、11月シドニー

海外県人会主催イベントにあわせて芸能指導者を派遣し、今
度県人会独自での伝統芸能の継承やイベント継続開催へつ
なげていく。

県内向け

レッツスタディ！
ウチナーネットワーク（出前講座/
指導者養成講座）

県内幼稚園、小・中・高、大学、その他県民
一般対象
7月～翌年2月まで

県内の学校を中心に、ウチナーネットワークの重要性や、移民
の歴史、県系人の移住地での生活・文化に関する出前講座
を実施。また、社会人向けに講座を行い、一般への講座等を
担う指導者を養成する。

次世代ウチナーネットワーク
強化討論会

県民一般（若者等）
10月12日 名桜大学

県内在住県系人、交流事業関係者、学生などを対象に、ウ
チナーネットワークの継承と発展に向けた討論会を開催する。

「世界のウチナーンチュの日」
トークイベントの開催

県民一般
10月30日 国立劇場おきなわ小劇場

「世界を舞台に活躍するウチナーンチュ」による基調講演や海
外移民師弟等による地元紹介などを開催する。

移
民
歴
史
啓
発
イ
ベ
ン
ト

ウチナーネットワーク啓発ツ
アー

県民一般
１月19日 宜野座村

宜野座村をまちあるきをしながら、移民の歴史を学べる施設や
名所巡り等を行う。

ウチナーネットワーク啓発イ
ベント

県民一般
10月～12月 県内１４市町村

県内１４市町村において、移民の歴史やウチナーネットワーク
に関するパネル展を開催予定。

移民の歴史啓発事業
（移民の歴史啓発演劇)

県民一般
R１年11月4日 国立劇場おきなわ
R２年１月19日宜野座村がらまんホール

海外移民として活躍した宜野座村出身の「伊芸銀勇氏」の生
い立ちを演劇化し、移民歴史の啓発につなげていく。

令和元年度 世界のウチナーネットワーク推進事業実施一覧



沖縄県の取組（海外県人会向け）※R１年度実績

文化芸能指導者派遣事業 R１年度は、９月ロンドン、１１月シドニー、 ２月ペルーの

各沖縄県人会へ派遣予定

※写真は昨年度の様子
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レッツスタディー

ウチナーネットワーク

令和元年７月～２月

小中学校への出前授業

指導者養成、教材作成

移民の歴史啓発事業（演劇）

※R１で終了

①令和元年11月4日（月）

国立劇場おきなわ大劇場

②令和２年１月19日（日）

宜野座村がらまんホール

ウチナーネットワーク討論会

令和元年10月12日（土）

在沖縄留学生、交流事業OBOG等による討論会

※名桜大学主催サミットと共同開催

沖縄県の取組（県内向け）※R１年度実績
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沖縄県の取組（県内向け） ※R１年度実績

トークイベント

令和元年10月30日（水）

国立劇場おきなわ小劇場

移民の歴史啓発ツアー 令和２年1月19日（日）

宜野座村にてバスツアー等を実施

各種広報展開
令和元年10月

新聞、ラジオ等で集中展開

海外で活躍するウチナーンチュの基調講演

移民子弟等留学生による地元紹介
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沖縄県の取組（県内向け） ※R１年度実績

移民の歴史啓発イベント
令和元年９月～令和２年２月にかけて、ウチナーネットワーク啓発パネル
を市町村へ貸与
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・海外/国内基礎情報、各国の移民史、県人会沿革
・世界のウチナーンチュ大会、関連イベント etc

沖縄県の取組（WEB､SNS）
WEBとSNSによる海外同士、県内海外との相互交流プラットフォーム構築

海外県人会や県内交流団体、留学生等のインタビュー
各団体の投稿した活動状況の情報

世界で活躍するウチナーンチュコラム等、
幅広い世代の興味を引くコンテンツ

伝統芸能動画など海外県人会が興味を引くコンテンツ

①データベース化

WEBサイト
https://wun.jp/

③WEBへアクセス増
活動状況投稿増②SNSにより情報発信

World Uchinanchu Network

④さらなる情報
充実化

R2新規開設
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世界のウチナーンチュ約４２万人

北米
沖縄県人会

５５団体

中南米
沖縄県人会

１１団体

欧州
沖縄県人会

７団体

アフリカ
沖縄県人会

１団体
オセアニア
沖縄県人会

３団体

アジア
沖縄県人会

１６団体

沖縄県民

○各国の海外県人会・個人の間で、お互
いの活動を知ることが出来ます！

○沖縄から海外沖縄関係の活動を知り、
県内の情報を海外へ発信も出来ます！

○ウチナーネットワーク相互交流・情報共
有のプラットフォーム化が可能となります！

＃世界のウチナーンチュ

アップした記事の#世界の
ウチナーンチュ をクリック、
または検索欄に入力すると、
世界中のネットワーク関係
者の活動を見ることができ
ます！

参加方法は沖縄関係記事をアップする際、文末に
#世界のウチナーンチュまたは #sekainouchinanchu
またはと追記するだけ！（公開制限無しでお願いします）

#sekainouchinanchuによるウチナーネットワークの強化

Facebookとinstagram の＃(ﾊｯｼｭﾀｸﾞ)で世界のウチナーネットワークとつながろう！
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海外沖縄県人会等

県内企業・団体
（WUB構成員等）

旅行業

ホテル

工業系

研究開発

物流関係

小売、その他

WUB沖縄
Worldwide Uchinanchu
Business Association

提案者（現地県系人）

WUB沖縄内から、
提案に関心ある企業

団体を探す

相談等

ＷＹＵＡの持つ若者等の次世代世界のウチナーネットワークと、ＷＵＢの持つ県内・海外のウチナービジネスネットワー
クとの連携により、沖縄と母国の持続可能な発展に係る提案の実現を目指す。

パートナーとして提案の
実現を目指す

ウチナーネットワークを活用した沖縄
と母国の持続的発展につながる提案
を行う

人材育成、協働プロジェクト、スポンサー
等として、提案実現を目指す。

海外若者ウチナーンチュ
とのネットワークを活かし

た総合窓口

世界若者ウチナーンチュ連合会
World Youth  Uchinanchu

Association

沖縄県文化観光スポーツ部
交流推進課

事業委託
各種サポート 申込

各種サポート

提案者推薦等
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【趣旨】
①ウチナーネットワークの次世代を担う人材の育成
②世界的な幅広い視野を持った人材の育成

ウチナーネットワーク人材育成施策について

・ウチナーンチュ子弟等留学生受入事業

・ウチナージュニアスタディー事業

・海邦養秀ネットワーク構築事業

・おきなわ国際協力人材育成事業

主な取組
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【受入・派遣】

●受入

国内外から若者を受入、県内の若者と交流する。

・ウチナーンチュ子弟等留学生受入事業

・ウチナージュニアスタディー事業

●派遣

県内の若者を海外に派遣し、現地の若者と交流する。

・海邦養秀ネットワーク構築事業

・おきなわ国際協力人材育成事業

18
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県出身の移住者子弟及びアジア諸国等から
優秀な人物を選抜し、県内の大学や企業、伝統
芸能修得機関での就学・研修を行う。沖縄の歴
史や文化を学び、県民との交流を深めることに
より、次世代のウチナーネットワークを担い、
本県と出身国との架け橋になる人材を育成する
ことを目的としている。なお、留学生は海外沖
縄県人会及び各国の公的機関を通して選抜、推
薦され来沖する。

目的 コース内容

①科目等履修生コース

日本及び沖縄の文化（伝統芸能）、日本語を学習す
る。留学期間は４月から翌年３月までの１年間である。
また、半年間の履修後、希望する分野の県内企業で研
修をすることもできる。

②伝統芸能修得コース

県内の日本語学校で１ヶ月～３ヶ月学んだ後、伝統芸
能を教えている各学校・教室・施設で９ヶ月技術研修
する。（三線制作、紅型工房、沖縄料理）

対象

・海外に在住する沖縄県出身移住者子弟
・アジア諸国等の優秀な人物（平成27年度から）

受入期間

平成31年４月～令和2年3月末まで

沖縄県文化観光スポーツ部 交流推進課

受入人数

８カ国１地域から合計1２名

アメリカ１名、カナダ１名、ブラジル２名、アルゼ
ンチン２名、ペルー１名、ボリビア２名、韓国1名、
台湾１名、中国（福建省）１名

令和元年度
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海外（県外）移住者子弟を沖縄県に招き、
県内の中高生と生活をともにしながら、沖縄
の歴史、文化等を体験することにより、母
県・沖縄への理解と絆を深めるとともに、ウ
チナーネットワークを担う次世代を育成する。

目的 主なプログラム

移民学習、自然学習、美ら海水族館見学、
平和学習、首里城見学、博物館見学、文
化学習、エイサー演舞等

参加者

県内の中学生及び高校生 16名
海外移住者子弟（中学・高校生相当） 15名
県内青年リーダー 1名
海外青年リーダー 1名
合計 3３名
※令和元（2019）年度 海外参加国（予
定）
ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾍﾟﾙｰ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、
ﾒｷｼｺ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾌﾗﾝｽ（ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ）

実施期間

７月2８日（日）～8月３日（土）

令和元年度
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沖縄県の若い世代を海外県人会へホームステイ派
遣し、現地の県系人（特に若い世代）との交流を
通して、沖縄県系人の国際理解を促進し、双方の
友情の絆を深めて「ウチナーネットワーク」を担
う次世代の人材育成を目的とする。

目的

派遣国（Ｒ１）

カナダ・ブリティッシュコロンビア州

※過去の派遣国 ボリビア、ブラジル、ドイツ、

ペルー、アルゼンチン、アメリカ等

対象

実施期間

8月３日（土）～8月１２日（月）

15歳～25歳までの高校生・大学生（大学院生含
む）・専門学校生・専修学校生 合計10名

主なプログラム

・派遣先国の家庭にホームステイをしながら、地
域や学校との交流に参加する。
・派遣先国の県人会との交流会や行事などに参加
し、親睦を深める。
・日系企業や派遣先国の文化・歴史関連施設等を
視察し、異文化や国際理解を深める。

参加費

1２～１５万円程度

沖縄県文化観光スポーツ部 交流推進課

令和元年度
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県内の若者をＪＩＣＡ等国際協力機関
が支援する開発支援地域に派遣し、ＯＤ
Ａの技術支援や青年海外協力隊のボラン
ティア活動の視察を行うとともに、現地
の若者との交流を行うことにより、グ
ローバルな視点を備えた、国際協力・貢
献活動に理解の深い人材を育成する。

目的 主なプログラム

JICA等が実施する技術支援及び海外青年協
力隊活動支援の視察、現地の若者との交流、
現地家庭でのホームステイ、派遣国の日系
人との交流、在外公館訪問等

対象

県内の高校生 3９名（1３名×３ヶ国）

実施期間

７月下旬～８月上旬の11日間程度

派遣国

R１ ベトナム、カンボジア、フィリピン

※H30 ラオス、ミャンマー
沖縄県文化観光スポーツ部 交流推進課

令和元年度
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第６回大会 海外参加者数：約7,350人
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ウチナーネットワークに係る活動拠点

24

拠点機能としての活用可能性

WUB、WYUA、県海外事務所、国内外県人会・・・・・・・・・

外部団体等からの要望

ウチナーンチュ大会の拡充、国内外のウチナーンチュと沖縄県の絶え間ない交流発展を企図し、
拠点施設の設置を県の施策に位置づけるよう外部団体等から要望がある。
ハワイ、北米、南米の県系子弟が、一世移民の居住地域を越えてアジア・ヨーロッパ等グローバル
に流動・拡散しつつある状況のなか、将来のウチナーンチュネットワークの維持・強化・発展のため
に拠点整備が必要
ネットワークを統括するムートゥヤー（本家）としての拠点整備を要望。

【想定される機能】
１）ウチナーンチュ大会の実施や官民共同によるウチナーネットワーク統括室
２）移民史料、写真や映像資料、音声資料等の収集・整理・閲覧・展示室
３）ＷＵＢ、ＷＹＵＡ等の団体の協働スペース
４）海外で亡くなった初期移民の顕彰の場
５）ルーツ検索等移民情報のレファレンスサービス
６）ウチナーンチュ子弟のための教育プログラム立案、教育活動のための研修室
７）ライブ・イベント等開催可能なカフェ、ホール
８）留学生等のための研修室・簡易宿泊施設
９）移民国の物産展示、ビジネス情報の発信サービス
10）日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語等の講習実施
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取組名称 実績 概要

1 世界のウチナーンチュの日に係る広報
展開

10月
新聞、ラジオ、テレビ等を活用し、世界のウチナーンチュの日に係
る広報活動を実施し、県民に対する世界のウチナーネットワークに
関する普及を図った。

2 世界のウチナーネットワークSNSキャン
ペーン

9月～10月
海外8カ国、国内4地域か
ら延べ200以上の参加

海外、県外在住の沖縄関係者を対象に、Facebookで沖縄関係記
事を掲載し、最も「いいね」を多く獲得した投稿者にプレゼントを贈
るキャンペーンを開催し、SNSによる相互交流促進を図った。キャ
ンペーン動画には知事が出演して参加呼びかけを行い、多言語化
して配信したところ約1,600回の視聴があった。

3 World Youth Uchinanchu Meeting
（次世代討論会）

10/12(土)＠名桜大学
参加者数97名
（留学生32名、県内学生
等65名）

概ね40代までの県内在住県系人(留学生等）、海外交流事業経験
者、学生等、次世代のウチナーネットワークを担うメンバーが一同
に介し、世界のウチナーネットワークの継承と発展に関して議論を
行うことで、次世代を担う県内・海外の若者の交流が図られた。

4 「世界のウチナーンチュの日」
トークイベント

10/30(水)
＠国立劇場おきなわ
参加者数210名

世界を舞台に活躍するウチナーンチュの基調講演として、カンボジ
アで小児科医を務める嘉数真理子さんによる講演、及び南米等か
らの県系留学生等によるプレゼンテーションを実施し、県民の国際
性の涵養を図るとともに、世界のウチナーネットワークの意義を理
解する機会となった。

5 移民の歴史啓発事業
（演劇公演「伊芸銀勇物語」)

11/4(月・祝)※昼夜公演
＠国立劇場おきなわ
参加者963名
1/19（日）)※昼夜公演
＠宜野座村がらまん
ホール 参加者約786名

海外移民としてペルーなどで活躍した宜野座村出身の伊芸銀勇氏
の物語を演劇化し、県内の幅広い世代に対して分かりやすく移民
の歴史の啓発を図ることが出来た。

6

沖縄文化芸能指導者派遣事業
①ロンドン県人会（Japan祭り）
②シドニー県人会（沖縄くくる祭）
③ペルー県人会(琉球ダイナミック）

①9/29来場者約5万名
②11/10来場者約250名
③2/16 来場者約300名

海外県人会が主体となって取り組むイベント等に対して沖縄から芸
能指導者を派遣し、エイサー、琉舞、三線等を指導することで、継
続的な県人会活動の支援と現地における沖縄のソフトパワー発信
に取り組んだ。

参考１：令和元年度 「世界のウチナーンチュの日」関連取組（県関係） １／２
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取組名称 実績 概要

7 移民の歴史啓発事業
10月～1月
各市町村にて実施

移民の歴史等を紹介する「ウチナーネットワーク啓発パネル」を作
成し、貸与希望のあった県内15の市町村へ貸与してパネル展開催
を支援することで、より多くの県民が移民の歴史等を学ぶ機会拡
大に取り組んだ。

8 レッツスタディ！ウチナーネットワーク
指導者養成講座

①8/10（土）
＠JICA沖縄センター
参加者数 18名

②9/16（月・祝）
＠県立図書館
参加者数 44名

ウチナーネットワークの重要性や、移民の歴史、県系人の移住地
での生活・文化に関する講座等を担う指導者を養成するための講
座を開催。今年度は教員向けと一般向けの講座を実施した。

9 レッツスタディ！ウチナーネットワーク
出前講座

8月～2月末まで実施
講座実施数：25回
参加者数：1,149名

県内小中高校、大学、教育関係機関や市町村でのイベント等にお
いて、ウチナーネットワークの重要性や、移民の歴史、県系人の移
住地での生活・文化に関する出前講座を実施した。

10 ウチナーネットワーク啓発ツアー
１/19(日)
宜野座村
参加者数：29名

移民の歴史を学べる施設や名所巡り等を行うことで、地域に根ざし
た移民の歴史学習を促進する。今回は宜野座村と連携して実施し、
ツアーとあわせて、伊芸銀勇氏の移民劇を鑑賞。

参考１：令和元年度 「世界のウチナーンチュの日」関連取組（県関係）２／２

11 国際交流連携連絡会議
7月19日
沖縄産業支援センター

各市町村の交流担当課と県移民歴史関係機関（県立図書館、博
物館・美術館、公文書館、平和祈念資料館）を招集し、世界のウチ
ナーンチュの日」に関連する、県や各市町村の今年度の取り組み
等について情報共有と意見交換を行った。
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参考２：令和元年度 「世界のウチナーンチュの日」関連取組（県関係機関）

県関係機関 実施時期 概要

1 県立博物館・美術館
①10/16～10/27
②10/22～12/29 

「世界のウチナーンチュー移民の記録－」展示
・①パネル展は10月16日～10月27日
・②常設展は10月22日～12月29日

2 県公文書館
①10/19(土）
②10月～11月

①「移民は生きる」企画の実施（県系移民関連の講演、比嘉太郎
監督の「ハワイに生きる」上映）（102人参加）
②比嘉太郎パネル展の開催

3 県立図書館
①10/20(日）
②10/9～11/4
③常設

①世界のウチナーンチュの日トークイベント（66人参加）
②戦後の沖縄を救った チムグクルの物語り（展示）
③移民の歴史啓発パネル展、移民ルーツ検索サービス
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参考３：令和元年度 「世界のウチナーンチュの日」関連取組（市町村） １／２
市町村 実施時期 概要

1 那覇市
①11/1-11/8
②各イベント日

①移民の歴史啓発パネル展の開催
＠本庁舎１Fロビー

②市受入の南米研修生を平和通り
会イベント、若狭公民館での南米の
料理教室、バスツアーへ派遣する。

2 宜野湾市 11/1-11/28

移民の歴史啓発パネル展の開催
11/1（金）～11/10（日）＠宜野湾市
民図書館1階
11/22（金）～11/28（木）＠宜野湾市
役所本庁1階玄関ロビー

3 浦添市
①10/30～11/29
②10月中～下旬

①「浦添市の移民」展
＠浦添市立図書館 2階エレベー

ターホール
②出前講座（対象：琉球大学で移民
論を学ぶ学生や、市立小学校の児
童）

4 名護市
①10/30(水）
15：00-18：00
②10/1-10/31

①「名護のチビラシムンでウトゥイム
チ」講演会

＠名護市労働福祉センター
②移民の歴史啓発パネル展の開催
（10月）

＠市庁舎ロビー、図書館

5 糸満市 10/31-11/7 移民の歴史啓発パネル展の開催
＠市役所１Fロビー

市町村 時期 概要

6 沖縄市

①9/30-10/31
②10/17（木）
③10/26（土）
④10/30（水）

①移民の歴史啓発パネル展の開催
＠市役所1F市民ﾎｰﾙ

10/4～ ＠ｺｻﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾗｻﾞ
②ランチタイムミニコンサート＆トーク
ショー

＠沖縄市役所1F待合ホール
③世界のウチナーンチュの日フェス
ティバル in 沖縄市 ラテン☆スペシャ
ル ＠パルミラ通り
④ 市内小学校から世界へ～アルゼン
チンとペルーの日系社会の子供たち
とつながろう～ ＠市内小学校

7 豊見城市

10/15-10/31
豊見城市役所１
階 市民交流ス
ペース

・移民の歴史啓発パネル展の開催
（主にハワイ）
・海外移住者研修生の紹介
（H24～R1)コーナー設置

8 東村 10月-11月
移民の歴史啓発パネル展の開催

＠村民ホール

9 今帰仁村 10/20～12月末

・移民の歴史啓発パネル展の開催、
今帰仁村の移民関係資料展示
・平良新助の紙芝居（中学生が作成）

＠歴史文化センター談話室

10 恩納村 10/30前後1週間
世界のウチナンチュ移民に関するパ
ネル展

＠村役場１階ロビー
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参考３：令和元年度 「世界のウチナーンチュの日」関連取組（市町村） ２／２
市町村 時期 概要

11 金武町 12/5(木)

金武町移民の日イベントを開催
・ハワイ移民に関する演劇 ・南米料
理試食
・移民国の民族衣装体験・移民の歴
史啓発パネル展

＠中央公民館中ホール

12 読谷村 10/5～10/31
移民の歴史啓発パネル展の開催

＠世界遺産座喜味城跡ユンタンザ
ミュージアム

13 嘉手納町 10/25〜11/1

「世界のウチナーンチュの日パネル
展」を開催

＠嘉手納町役場１階エントランス
ホール

14 北中城村 10/31（木）

・南米県系研修生による現地村人会
の紹介や自国の文化（歌等）の紹介
を行う予定
・移民の歴史啓発パネル展の開催

15 西原町 10/21-11/1
移民の歴史啓発パネル展の開催

＠町民交流センター町民
ギャラリー

市町村 時期 概要

16 久米島町 12月
移民の歴史啓発パネル展の開催

＠町役場仲里庁舎

17 八重瀬町 10/8-11/5

移民の歴史啓発パネル展の開催、八
重瀬町の移民に関する取り組みの紹
介ロビー

＠南の駅やえせ
＠八重瀬町立具志頭歴史民俗

資料館ロビー



参考４：令和元年度 「世界のウチナーンチュの日」関連取組（関係団体等）
取組名称 実施時期 概要、主催者情報

1 第５回世界ウチナーンチュ学生サミット
10/13(日）
13:30-19:00
＠名桜大学

ウチナーンチュ・アイデンティに関する意見交換会や留学生による
各国文化等に関するパフォーマンスを実施。
(主催）名桜大学国際交流センター

2

8mmフィルム／移民編 戦後初、ハワイ
から集団で里帰り上映会
(主催）沖縄アーカイブ研究所、Punta 
Ponga

10/20(日）13:00-15:00
＠Punta Ponga(那覇市牧
志1-11-11）

戦後初のハワイからの集団里帰りを記録した8mmフィルムの上映
等

3
世界のウチナーンチュフェスティバルｉｎ沖
縄市～ラテン☆スペシャル～
（主催）KIP 

10/26(土)
15:00-21:30
＠沖縄市パルミラ通り

ラテンのダンスショー、ストリートライブ、ダンスの体験レッスンあ
り！
移民の歴史やウチナーネットワークに関するパネル展や講座も開
催！

4 WUB沖縄第2回アジア会議
(主催)WUB沖縄

10/28(月)
一部、二部14:00-17:00、
懇親会 18:10-19:30

「ハワイVS沖縄 」をテーマに松浦大氏(東洋経済記者)の講演や、
OCVB 下地会長、OTS 東代表取締役会長を交えシンポジウムを
開催。＠ハーバービュー 2階「彩海の間」

5 「お帰りなさい世界のウチナーンチュ」
(主催）那覇市平和通商店街振興組合

10/30(水）14:00-16:30 
＠那覇市平和通り商店街
「商人塾」

世界各地の芸能やクイズ、沖縄の芸能、ビンゴゲーム等が楽しめ
るイベント。

6 おきなわ国際協力・交流フェスティバル
(主催）JICA沖縄

11/2(土）,3(日）
＠JICA沖縄センター

多国籍屋台、世界の歌と踊り、JICA研修員との交流や展示等が
楽しめるイベントを開催。

7
「世界のうちなーんちゅについて学ぼう」
(主催）ガールスカウト沖縄県連盟浦添第
１団

11/2(土）
＠まなびフェスタ浦添2019

まなびフェスタ浦添2019に「世界のうちなーんちゅについて学ぼ
う」のタイトルで出展。

8 比嘉太郎ふるさとシンポジウム
（主催）比嘉太郎会

10/6（日）14:00-16:00
＠北中城村立中央公民館

沖縄戦中・戦後に多くの沖縄県民の命を救った、ハワイ２世の比
嘉太郎氏を語るシンポジウムを開催。

9 海ぶたマルシェ
（主催）ハワイ豚沖縄550・うるマルシェ

9/28(土）
海豚の歴史を後世に継承したい！海豚に関するステージや豚グ
ルメが楽しめるイベント。

10
世界のウチナーンチュ直伝の南米!南米
の家庭料理教室
（主催）那覇市若狭公民館

9/26～10/17毎週木曜日
世界のウチナーンチュ直伝の南米（ボリビア、アルゼンチン、ペ
ルー、ブラジル）の家庭料理教室を開催。 30
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参考５：令和元年度 「世界のウチナーンチュの日」関連取組（海外県人会）
国 海外県人会名 イベント名

1 アメリカ アトランタ沖縄県人会 Japan Festa アトランタ出演

2 イギリス ロンドン沖縄県人会
Japan matsuri出演（エイ
サーワークショップ）

3 アメリカ
ペンサコーラ沖縄県
人会

県人会ピクニック

4 アメリカ
スペイスコースト
沖縄県人会

世界のうちなーんちゅの日
（ゆいまーる ピクニック）

5 アメリカ ユタ州沖縄県人会
世界のウチナーンチュの日
お祝いイベント

6 アメリカ フロリダ沖縄県人会 沖縄デー＆カジマヤー祝

7 ペルー ペルー沖縄県人会 ウチナー演芸会

8 中国 在台湾沖縄県人会
県人会（世界のウチナーン
チュ大会向け写真撮影）

9 アメリカ インディアナ県人会
世界のウチナーンチュの日
への取り組み

10 アメリカ シカゴ県人会
沖縄県人会・ちむどんどん
コラボの『結伝』

国 海外県人会名 イベント名

11 アメリカ ハワイ連合会
「世界のウチナーンチュの日」
2019

12 アルゼンチン 在亜沖縄県人連合会 ウチナンチュの日 2019

13 中国 上海沖縄県人会
沖縄企業×日本人留学生等
交流会

14 ブラジル ブラジル県人会 ウチナーンチュの日

15 アメリカ
フェイエットビル
沖縄県人会

ウチナーンチュの日を祝うイ
ベント

16 アメリカ ハワイ沖縄県人会 ウチナーンチュの日

17 アメリカ 北米沖縄県人会 ウチナーンチュの日ディナー

18 ブラジル カンポグランデ 民謡カラオケフェスティバル

19 オールト
ラリア

シドニー沖縄県人会 沖縄くくる祭

20 中国 福建沖縄県人会
福建省大学エイサーチャン
ピョンシップ大会三線出演

※11月末時点で県交流推進課が把握している限りで掲載


