
場　所：池間島離島振興センターホール
開　場：午後2：00
開　演：午後2:30-4:30

主　催：池間島サンシン集いの会
共　催：池間自治会
　　　：池間学区老人クラブ
　　　：池間漁業協同組合
　　　：NPO法人 いけま福祉支援センター
　　　：砂川次郎民謡研究所
          ：一般財団法人池間島観光協会

～池間の主まつり～

池間島歌って踊ってサンシンの集い



「池
いき

間
ま

の
ぬ

主
しゅう

」について

うぷてぃだ とぅ つつがなす
大太陽 と 月加那志（太陽神〔男神〕と月神〔女神〕が）

あがり んみゃいや ぴてぃつ
上がり 参いや 一つ（昇っていらっしゃる所は一つ）

ばんたがしゅう とぅ うやんま とぅが
わたしたちの主 と 親母 の（わたしたちの主と奥様の)

うむいや ぴてぃつ
思いや 一つ（思いも一つ）

ソーニノヨイサッサイ

池間民謡「池間の主」1 番全行。翻訳・現代語意訳(カッコ内)：伊良波盛男

ときの権力者を誉めたたえた池間民謡「池間の主」の歌詞は、現在 7 番まで確認

されていますが、その 1 番の歌詞によると、池間島では使用されていない語彙が見

られます。たとえば、うぷてぃだ、ぴてぃつ、などはミャークフツ（宮古口／宮古

方言）です。ほかに、ぴるます、うぷやー、ぴだつ、ぱなり、ぱなさき、うぷうや、

からぱず、など、ミャークフツがちらほら散見されます。イキマウツ（池間口／池

間方言）にＰ音のないことは定説となっています。

この池間民謡「池間の主」の作詞者名も作曲者名も確認されません。民謡研究家

で言語学者の富
と み

浜
は ま

定
さ だ

吉
よ し

先生は高著『五線譜宮古のあやぐ』（歌詞参考資料）のなかで、

この「池間の主」を、宮古全域でうたわれている項目に入れています。

それでは、末永く民謡のなかで子々孫々にうたいつがれている「池間の主」とは

誰でしょか。その名高い「池間の主」とは、琉球王国（1429～1879）時代の池間島

統治者の政治的最高行政官イキマユンチュ（池間与人）仲
な か

宗
そ

根
ね

玄
げ ん

孝
こ う

（1731～1778）のこ

とです。彼は「仲
な か

保屋
ふ や

の
ぬ

主
しゅう

」ともいわれました。仲保屋（Ｈ歯科医院所在地あたりの地

域）は、西仲宗根にある地域名です。※「池間の主」については伊良波盛男著『わが池間

島 改訂版』参照。

ときどき小耳にはさむことで「池間の主」の墓所にまつわる話ですが、池間島に

存在するかどうか、という問題です。池間島の島内に「池間の主」の墓所は現在確

認されません。

ついでながら、世の風聞によると、ときの権力者「池間の主」の子孫が池間島に

実在するそうですね。それが真実であれば実りおおい歴史物語ではありませんか。

2019（平成 31）年 1月

池間郷土学研究所 伊良波盛男



　海神祭（ハーリー）

池間民族は、言語文化の共通性を主軸に「われわれは独自の池間民族である」という,
心理的運命共同体として、海洋民族の歴史と先祖代々の血統と精神を受けつぐ愛と智恵
と勇気の「誇り高き池間民族」である。(伊良波盛男)

　みゃーくづつ



                                

                               
01 幕開け（池間の主）  ＜ジロー民謡研究所＞ 砂川次郎 洲鎌由美子 友利寿実 玉城克也 善平美智子

    踊り：石垣初枝 原美香穂 下地リツ子 平良朝子 太鼓：砂川和子
    主催者あいさつ    井上一夫

02 池間の主      ＜親子チーム＞ 勝連宗明 勝連宗太  太鼓：塩崎雅朗
            
03 池間の主      ＜介護者チーム＞ 山口節子 山城英恵 太鼓：塩崎雅朗

04 池間の主      ＜家族チーム＞ サンシン：山内永遠 歌：平良ちはる 島尻豊作 他 太鼓：塩崎雅朗
   
05 池間の主      ＜池間島ゆかいな仲間たちチーム＞ サンシン：信原佐知子 田中容子 太鼓：塩崎雅朗

06 余 興       ＜鳩間の港（池間の港）＞ 信原佐知子とパニパニ

07 余 興       ＜池間みやらび＞ 砂川次郎 洲鎌由美子 友利寿実 太鼓：砂川和子

08 池間の主      ＜オジー・オバーと孫チーム＞ 勝連浩佳 勝連美保子 勝連杏音 太鼓：塩崎雅朗

09 池間の主      ＜池間いきいき教室チーム＞ サンシン：波平重夫 太鼓：塩崎雅朗
仲間安子 仲原ソヘ子 勝連サカエ 与那嶺ヒデ 上原正子 勝連昭子
山城美枝 仲間愛子 与那原キク 浜元直枝 善平貞 川上トシ 佐渡山トミ
仲間ノブ 嵩原安子 島尻明美 伊良波澄子 上里タミ 下地美代
下地孝子 与那嶺美代子

10 池間の主      ＜池間ジュニヤサンシンチーム＞ 平良忠嗣 勝連杏音 平良百合菜 久貝莉央 太鼓：塩崎雅朗

11 余 興       ＜池間大橋＞  仲間喜美子 照屋正枝 川上育子 平良智代
与那原あや子 杦本朋子 井出あやの 井上美和子

   
12 余 興       ＜サンシン演奏：がんじゅう節＞ 山内永遠  太鼓：塩崎雅朗

13 池間の主      ＜パニパニチーム＞ 信原佐知子 品田美香 吉岡詠美子 伊藤砂羽 太鼓：塩崎雅朗
14 池間の主      ＜パニパニチーム＞ 加藤雄司 市原貴広 内間安則 吉永光宏 太鼓：塩崎雅朗
15 池間の主     ＜パニパニチーム＞ 田中容子 木村絵里 寺本玲子 小池睦美 太鼓：塩崎雅朗

   

16 余 興       ＜具志堅小唄・宮国の姉小＞勝連美保子 山口由美子 井上美和子 野原えつ子 久田流.澄の会

17 余 興       ＜島の人よ＞ 勝連宗太 伊藤砂羽 勝連杏音 久貝莉央              

18 池間の主            ＜ジロー民謡研究所チーム＞砂川次郎 友利寿実 原美香穂 下地リツ子 太鼓：砂川和子           

19 池間の主            ＜ジロー民謡研究所チーム＞玉城克也 洲鎌由美子 善平美智子 平良朝子 太鼓：砂川和子

20 池間の主      ＜アロハナフラチーム＞ 砂川純代 サンシン：寺本玲子 田中容子 信原佐知子 太鼓：塩崎雅朗

                 
21 余 興       ＜サンシン演奏＞ ミュージシャンＮＯＲＩ 太鼓：塩崎雅朗

22 余 興       ＜エイサー＞ 田中容子 信原佐知子 品田美香 加藤雄司 市原貴広 内間安則
                  木村絵里 寺本玲子 小池睦美 吉永光宏

23 池間の主    波平重夫 村田清人   太鼓：砂川和子            

24 クワディーサー  ＜踊り＞ 勝連美保子 山口由美子 井上美和子 野原えつ子

25 お開き       ＜カチャーシー＞ サンシン演奏・歌 ＮＯＲＩ   太鼓：塩崎雅朗

                     サンバ パニパニチーム

～プログラム～         
司会進行：儀間利律子



〒906-0013沖縄県宮古島市平良字下里5番地

　　医　療　法　人　ア　カ　シ　ア　会

比　嘉　内　科　胃　腸　科　医　院
　　　院　長 ： 比　嘉　　一　雄
　    TEL 0980-73-2161

　　　　  　診療時間
　 　平   日・08：30～17：30
　 　土曜日・08：30～12：30
　　 休診日・日曜日・祝祭日

　　株式会社 いさむ自動車
　ネッツトヨタ沖縄宮古地区特約店・民間車検場

　　沖　縄　日　野　自　動　車　宮古地区特約店
　　ス　ズ　キ　自　販　沖　縄　代　理　店

　　琉　球　ダ　イ　ハ　ツ　代　理　店/宮　古　レ　ン　タ　カ　-

       代表取締役 　来　間　　　勇　人

　　　〒906-0012　沖縄県宮古島市平良字西里836
　　　　　　　　　　　 　☎　     （0980）72-9654

　　　　　　　　　　  　ＦＡＸ     （0980）72-7084

　　　　　　　　　　　レンタカー   （0980）72-0100



船　長　　勝連　見治

沖釣り案内

沖縄県宮古島市平良字池間90-6

ＴＥＬ　0980-75-2511
携帯　090-3797-5440

　  マリンロード

勝連釣具店

池間島の一棟貸切りハウス

ブーゲンビリア

井　上　美　和　子

〒906-0421
沖縄県宮古島市平良字池間147
ＴＥＬ　090-5573-9071
Ｅ-mail  ikemajima147@mail.goo.ne.jp

〒906-0421 沖縄県宮古島市平良字池間277
ＴＥＬ　（0980）75-2012
ＦＡＸ　（0980）75-2022

一般社団法人

池間島観光協会

専務理事

仲　間　広　二
〒906-0422
沖縄県宮古島市平良字前里96
ＴＥＬ　0980-75-2305
携帯　090-4969-7280

池間石油販売所（石油製品全般）

代表者 波　平　　秀　喜

池間島　ゆかいな仲間たち

・佐渡山 利雄
・仲地　高則
・仲原　一実
・井上　一夫
・佐久本 微笑
・仲間　正明
・川上　直輝

・伊良波 康弘
・勝連　浩佳
・川上　元務
・勝連　見治
・松川　浩
・川上　重幸
・新崎　康成



池間自治会

 会長　仲間正明

〒906-0421
沖縄県宮古島市平良字池間
ＴＥＬ　090-9787-5559

  　海　美　来

〒906-0421
沖縄県宮古島市平良字池間1173-7
　　☎（0980）75-2121（売店）
　　携帯　090-7586-3771

池間大橋売店

  　　　長　嶺　道　雄
　

 池間島の宿　～ご家族・お友達同士に最適～

　
　  　民宿  　勝　連　荘
 （代表者　勝連　浩佳）
　

●八重干瀬リーフツアー（シュノーケルツアー）
●本格釣り船　第26池間丸所有
●カフェ　ふからすや

〒906-0421
沖縄県宮古島市平良字前里44番地
ＴＥＬ・ＦＡＸ　（0980）75-2322
携帯090-9780-9472（おかみさん）

  カラオケ居酒屋
　

みゃ～しゃ～

　　☎（0980）75-2121
　

(資）次郎工業・(資）ペンションジロー村

　　代表者　砂川次郎

　ジロー楽園・ジローサンシン店
鉄骨建築・鋼材販売・事務用品一切

 〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根491　　TEL（0980）72-3334　FAX（0980）72-4182

　
   ジロー楽園　沖縄県宮古島市城辺字長間1952-2 　 TEL(0980)77-2770
　
　



小規模多機能型居宅介護事業所

きゅ～ぬふから舎

   NPO法人　いけま福祉支援センター
   〒906-0421

     沖縄県宮古島市平良字池間90-6

理  念

かな～だんぎ～まい
　やぐまり～まい
 すまどぅじゃうかい
かまぬゆ～んかいや
　や～ぬたたみぬ
　 　はなから

ＴＥＬ＆ＦＡＸ  　0980-75-2870
 Ｅメール       hukarasa@miyako-ma.jp
 H  P            http://npoikema.sakura.ne.jp/

島人のこの思い大切に

池間島サンシン集いの会  井上　一夫 （090）-5573-9071

　


