沖縄県の あらま し

九州南沖縄 県大阪事務所は︑西日本一円に沖縄県に関する情
報を発信し ています︒２０１１年６月よりフェイスブックペ
ージも開 設︒お得なキャンペーン情報や︑特選した現地の情
最新情報を入手し

報をお 知らせしています︒沖縄ファンの方︑これから沖縄へ
行こう とされている方︑沖縄県事務所で
て はいか がでしょ うか？

㎞ の慶 良間 諸島 座間 味島 には 平成元 年か らザ トウ クジ ラ
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沖縄県 は観光立 県を方 針に︑国 内だけ でなく︑ 台湾や 韓国な どにも誘 致活動 を行って い
ます︒ 沖縄を訪 れる観 光客は ︑年間６ ００万 人を越え るとの こと︒沖 縄本島 には琉 球時代
の各遺 跡と９ つの世界 遺産が あります し︑一 年を通 じて楽し めるダ イビング や︑離 島の自
然など 魅力が 盛りだ くさんで す︒一 方で︑米 軍基地 問題とい う大き な課題 を抱えて いるの
も沖 縄です︒ 基地周 辺の住民 の生活 環境の 改善をは じめ︑ この政治 的な課 題は沖縄 振興を
語る 上で避 けて通る ことは できませ ん︒
沖縄 県の近 代史は︑ 明治政 府が琉球 王国を 琉球藩 とした１ ８７２ 年から語 られる ことが
多い ようで す︒明 治政府は １８７ ９年に廃 藩置県 を断行し 沖縄県 を設立 ︒近代化 の道を 歩
み 始めた日 本の一 部に組み 入れま した︒ １９２４ 年には ︑第一次 世界大 戦後の世 界大恐 慌
の 影響で ソテツし か食べ られない ソテツ 地獄とい われる 状況に 陥り︑海 外や他 府県へ移 住
す る人が 増えまし た︒第 二次世 界大戦末 期の１ ９４５年 ３月に は米軍が 沖縄本 土に上 陸︒

日に日 本復帰 と
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住民を 巻き 込んで の戦 闘で
20万人の方々が犠牲となりました︒敗戦後︑サンフランシス
コ条約で 日本の 主権が 回復した 後も︑ 米軍の統 治下に 置かれた ままの 状態が 続きます ︒１
９６０ 年に なり ︑よう やく 祖国復 帰運動が 本格化 し︑１９ ７２年 ５月

なり ました ︒復 帰から 年 が経と うとし ている現 在も︑ 在日米軍 基地の
75パーセントが
沖縄に 集中し ています ︒軍用 機の騒音 ︑米軍 兵士の 不祥事な ど︑基 地がある ことで 起こる

沖 縄本 島の 那覇 から西 へ約

ホエ ールウ ォッチン グと街 の楽し み

際政 治の影響 の下に 沖縄県民 の生活 がある ことを知 って頂 きたいと 思いま す︒

トラブ ルは今 も絶え ません︒ 日米安 全保障条 約に基 づく日米 地位協 定をは じめ︑様 々な国
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が︑ 姿をみ せてくれ るよう になり ました︒ 毎年︑ 一月から
％の 確率でク ジラを 見

四 月の間︑ 繁殖と 子育ての ために ︑座間味 近海で 過ごす よ
う です︒快 晴の日 には︑ おおむね
る ことが 出来ると のこと ︒ホエー ルウォ ッチン グは︑ク ジ
ラ への配 慮の下 に運営さ れてい ます︒ク ルージ ング船が 親
子クジラ の間に 割り込ま ないこ とや ︑
前を横切 らない こと ︑
探知機 の音を小 さくす ることな どが徹 底されて います ︒ク
ジラも 人間の行 動をよ く観察し ようと してい るとか︒ 水面
から垂 直に頭 を出し︑ 目が出 たところ で︑体 を反転さ せて
様子を うかが ってくる 動き︵ スパイ ホップ︶ は圧巻 です︒
安心 と分かれ ば親子 クジラは 伴走す るように 泳ぎ︑ 潮吹き
︵ ブ ロ ウ ︶︑ 尾 び れ た た き テ
( イル スラップ︶のパフォー
マン スを披 露するこ とも︒ また︑恋 の時期 でもあ るので︑ 雄クジ ラのアプ ローチ も盛んで
す︒ 雌１頭 に対し ︑複数の 雄が競 い合って 自らを アピール します ︒思い 叶わなか った雄 ク
ジ ラは︑肩 ︵どこ からが肩 かはわ かりま せんが︶ を落と して元気 なく去 っていく あたり は
人 間と同 じようで す︒
びんがた

沖縄の自然と文化を満喫できる﹁おきなわワールド文化王国・玉泉洞﹂︵南城市︶も訪
ね てみた い観光 スポット です︒ 王国内の 古民家 の工房で は︑藍 染め︑ 紅型︑琉 球ガラ ス︑
シーサー づくり 体験など で︑世 界で一 つだけの 思い出 の品を作 ること ができま す︒エ イサ
ー︑あ んがま︑ 四つ竹 など伝統 芸能が 披露され るほか ︑海外 を含め他 には無 い研究展 示施
設 のハ ブ 資 料 館 が あ り ます ︒ 勇 気 の あ る 方は ︑ 大 蛇 ボ
( ア︶ を 肩 に 巻 い て 記 念撮 影 を ど う
ぞ︒玉 泉洞の 名が示す ように 鍾乳洞が あり︑ 全長５ 千㍍の内 ︑８９ ０㍍が公 開され ていま
す︒鍾 乳石の 数と種 類は日本 一を誇 ります︒
知ら ない土地 の表情 を訪ねる には市 場が面 白い ︒
その筆頭は﹁那覇市第一牧志公設市場﹂︒
色鮮 やかな 近海魚︑ 余すと ころなく 利用す る豚肉の 種類の 多さに圧 倒され ます︒ 市場の特
徴の 一つに ︑店で買 った食 材を２階 の食堂 で調理 してくれ るサー ビスがあ ります ︒以前訪
れた とき︑ 品定め に迷って いたら ︑鮮魚店 のおば あがイラ ブチ︑ ミーバ イの魚を 刺身に し
と ばり

て くれたの を思い 出します ︒
夜 の 帳 が下 りて からが また 楽しい ︒各 居酒屋 では ︑
３ 年以 上寝 かせ た自慢 の古酒 ︑泡盛 があ ります ︒これ
を水割 りに して ︑郷土 料理の ゆし 豆腐︑ そーめ んちゃ
んぷ る︑豚 の角 煮など ゆっ くり味 わいた い︒耳 にする
方言 が新 鮮で ︑また ︑人な つっこ い地元 の方と の語 ら
チャク ラに行 った ら﹂と 言われ ︑訪ね た

いも 旅の醍 醐味 でもあ りま す ︒
﹁国際 通り に来 たら︑ ラ
イブ ハウ ス

こと も思 い出 の一つ ︒チ ャクラ は︑喜 納昌吉 ＆チャ ン
プルーズの店で ︑﹁ハイサイおじさん﹂﹁はな﹂
﹁すべ て
の人の心に花を﹂を連日ライブで聞くことができます ︒
平和を願う心を︑”武器を楽器に”の思いに込めて熱唱
す る姿 に心 響くも のがあ りま す︒喜 納昌吉 さんの 楽し
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月 ７〜９日 に﹁ふ るさとの 地酒と 名産品ま つり﹂ を開催 します︒

くも 時勢を 見極めた 語りを 聞くた めだけに でも訪 れる価値 があり ます︒
沖 縄県事務 所では ︑

沖縄県 大阪事務 所
電話０ ６・６ ３４４・ ６８２ ８

大阪駅 前第３ ビル

階

名産品を紹介します︒この機会に来てください﹂︑と仰っていました︒

職員の方々は︑﹁通常の酒屋さんでは扱っていない沖縄のお酒や︑あまり知られていない
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http://www13.plala.or.jp/oki.osaka/

掲 載 の記 事 ・ 写真 ・ イ ラス ト 等 の全 て の コン テ ン ツ無 断 複 写︑ 転 載 を禁 じ ま す︒
︵ 株 ︶フ ァ ッ ショ ン ビ ジネ ス ・ 御堂 筋 新 聞
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