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日　時：2017年1月28日(土）旧正月
場　所：池間島離島振興センターホール
開　演：午後3：00～5：00

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

     　　　　　　　　　      　第2回
 　    池間島 歌って踊ってサンシンの集い



 はじめに

　　「池間島、歌って踊ってサンシンの集い」は

　　サンシンを通じて池間島の伝統民謡を継続

　　発展に寄与すると共に、池間島の活性化と

　　島おこしの一助とすることを目的に実施して

　　おります。

　　　皆さまの温かいご支援、ご協力をお願い致

　　　します。

　　　　　　　　　            平成29年1月28日

　　　　　　　　　　　　　　池間島サンシン集いの会
　　　　　　　　　　　　　   代表　井上　一夫



                                司会進行：儀間利律子
                                太 鼓 ：砂川和子

開会あいさつ 池間自治会 会長 波平三郎

０１．池間の主     【踊り】奥原美和子 井上美和子
           【三線・唄】糸満旦男 波平重夫 砂川次郎 砂川伸代 仲原君枝
                山口節子 信原佐知子 田中容子 栗田恵

０２．正月のあやぐ   【独唱】波平重夫

０３．我んたが島    【三線・唄】砂川次郎民謡研究所：砂川次郎

０４．池間口説     【三線・唄】糸満旦男 井上一夫 信原佐知子 田中容子 栗田恵
          【はやし】仲原君枝 奥原美和子 井上美和子

０５．ばんたが島    【踊り】仲間喜美子 平良智代 井上美和子 佐久本清子 古川弘枝 照屋正枝
                与那原あや子 善平貞 山口由美子 親泊有子 勝連サカエ

０６．安里屋ユンタ   【三線・唄】山口節子 信原佐知子 田中容子 栗田恵

０７．島人の宝     【三線・唄】ジュニア三線クラブ「輝け」
                浜川華林 山里莉羅 奥平愛音 勝連杏音
                  奥平類 平良百合菜 久貝莉央

０８．エイサー     【踊り】信原佐知子 田中容子
           【三線・唄】シンガーソングライター：ＮＯＲＩ

０９．池間大橋     【踊り】仲間喜美子 仲原君枝 奥原晴夫 奥原美和子 佐久本清子
                善平貞 山口由美子 古川弘枝 川上育子 親泊有子 与那原あや子
           【唄】照屋正枝 【三線】糸満旦男 井上一夫

１０．豊年の歌     【三線・唄】山口節子 信原佐知子 田中容子 栗田恵
                  ジュニア三線クラブ「輝け」

１１．池間みやらび   【踊り】仲間喜美子 平良智代 奥原美和子 佐久本清子 井上美和子 照屋正枝
                与那原あや子 善平貞 山口由美子 古川弘枝 川上育子 親泊有子
            【三線・唄】砂川次郎 信原佐知子 田中容子 栗田恵 井上一夫

１２．池間の島     【合唱】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
                前川輝美 山城美枝 佐久本清子 仲間愛子 与那原キク 浜本直枝
                善平貞 川上トシ 佐渡山トミ 仲間ノブ 嵩原安子 島尻明美
            【三線】糸満旦男 井上一夫

１３．宮古花の音頭   【三線・唄・踊り】砂川次郎民謡研究所：砂川次郎 砂川伸代

１４．島の人よ     【三線・唄】ジュニア三線クラブ「輝け」：浜川華林 山里莉羅
                  奥平愛音 勝連杏音 奥平類 平良百合菜 久貝莉央
                  
１５．オジー自慢の

オリオンビール  【合唱】ジュニア三線クラブ「輝け 【三線・唄】浜川華林

１６．池間行進曲    【合唱】池間漁業集落チーム 【三線】糸満旦男 井上一夫

１７．エイサー     【踊り】池間小中学生

１８．唐船ドーイ    【三線・唄】砂川次郎 波平重夫 その他皆さん

１９．～出演者による 楽しい か～すまき～

フィナーレあいさつ  池間学区老人クラブ会長 上原 宙

プログラム         
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池間の主

     うぶてぃだ   　　　つつ　　　　　       あが　んみゃず　ぴてぃ　              　　　しゅう

１．太陽　と　月がなす　上り　参や　一つ　ばんたが主と
       うやんま　　　    うむず　　  ぴてぃ

    親母とが　思や　一つ　  ソーニノヨイサッサイ

       いきま　     しゅう　　   　しゅぬぶやく　      　いきまめざす　　　    いきま  　しゅう

2.　池間ぬ主や　首里大屋子　池間目差　さ　池間の主
                                     むさうや　 　  　す　  めざす

    ばがかなす　武佐親や　直ぐ目差　  ソーニノヨイサッサイ

       いきま　     しゅう　　   

3.　池間の主がうやき　だいんなぴるます　うやき
   　　うぶやとううわ    　ふ　　　　　　　    　　　たあら

　　大家台所　葺かまいすて　俵やぴだつ　  ソーニノヨイサッサイ

　　　　いきま　　　しゅ　　　ふに　　　　　　　　だい　　　　　　にづ　　　ふに

4.　池間の主が　船がまよ　大んな　荷強う船がまよ
　　　　ふなく　　　　　　　　　　　　　なな　　ふなく

　　船子ゆみ　みりば七ぬ船子　  ソーニノヨイサッサイ

 　　　　　　　　　　　　　いきま　　　しゅ　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱな　　　　うや

5.　ばんまい池間ぬ　主やらば　ばんまい離りぬ親やらば
　　　　いきまやどつき　　　　　　　　   　にいむぬふぁ

　　池間宿付　ミガガマが煮物食いみば  　ソーニノヨイサッサイ
　
　　　　かんみや　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱなさ　

6.　神屋　ん　居ずきやぬ　ミガガマよ　花咲きどうたずすうが
　　　　うぶうやや  　　　　　　　　い 　                     　からぱすまゆがま

　　大親家んかい　行きたりやど　灰猫小よ  ソーニノヨイサッサイ

 　　　からぱすまゆがま           　　　　  からぱすいんがま

7.　灰猫小やらばんうつあ　灰犬小　やらばんうつあ
　　　うぶうやしゅう　　　　 ぎむ

　　大親主　が　肝んであん　すのうちからよ　ソーニノヨイサッサイ
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民宿　　　　　　　勝連荘
食事処　　　　　ふからすや～
第26池間丸　　八重干瀬観光案内（シュノーケル/釣り）

　　　　　　　　　　勝　連　　美　保　子
　　　　　　　　　　　　katuren 　　　　　 mihoko

     〒906-0421　沖縄県宮古島市平良字前里44
     ＴＥＬ　0980-75-2322
　　　     　090-9780-9472



正月のあやぐ

       ショガツ　 ンミヤ

1.　正月ぬ参たやりやどよホーイー

        ミズドス　  ンミヤ

    新年ぬ参たやりやどよ

          バンスデ　　　　           　ウム　

2.　我巣出ずしやくど思うよホーイー

      パニ　    ウ　      ト

    羽や生い飛びしやくよ

         ウブシ　     　バ　  　ウヤ

3.　大瀬だき吾が父よホーイー

        ニビシ　      　バ

    根岩だき吾がンマよ

       ミヤク　　　        　バ

4.　宮古となぎ吾がうやよホーイー

      スマ　　      　バ　   　ンマ

    島となぎ吾が母よ
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ペンション　ジロー村
（資）次 郎 工 業
ジ ロ ー 楽 園

     【営業種目】

宿泊施設・プレハブリース
鉄鋼組立・イベント舞台リース

〒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
携帯電話　090-3196-9528
E-mail:p.jiro.3@gmail.com

会 長　砂　川　　次 郎
sunakawa      jiro



池間口説

                  ユタ　   　イキマジマ  　オイ　　   ワカ　     ミナスル　　　            　ハンジョウ マエ

1. サテム豊かな池間島　老いも若きも皆揃てぃ　ウヤキ繁盛や前になし
                       ユタカ　 イキマ     　シルシ　　　　　　   　トゥシ　　　        　ククル

　 ヒヤヒヤ　豊か池間ぬ　印サミヘイ　　年ぬヒチヒチ心むちくい
     マンサク　　　　          サケ  サカナ    マエ　     シャミ　     タイコ　

   満作そうれば　酒や肴や 前なし　三線や太鼓やグウグウサンサン
                  イキマ 　サカイ　　　　       ナマ　 チョウシ　　   ウドゥ

   これが池間の栄サミヘイ　今ぬ調子で　踊ちハヤミリ　　ハイヤサッサ
　　　　
                  イキマ　  ミズハマ　　　　　　                          ムトゥドゥマリ　イケマ　マエザト　タ　  スル　　　

2. もゆる池間や水浜やマイバイ、ナカバリ、元泊、池間、前里　立ち揃てぃ
                                                                                     ヤ  　　ヤ　　　　　               　　ツ

 ヒヤヒヤ　ニングジュウヌアグクトナキユミ　家ぬ家かじちゅらふに作くとて
   ウミ   　イ　　　　     ハタ　　　　　　        　ワラ   　トゥユ　　　　　　        　イキマ　  サカイ　

  海ぬ行ききば旗をあげとて　笑うて豊まさ　これが池間の栄サミヘイ
    ナマ　　  チョウシ　　  ウドゥ

   今ぬ　拍子で　踊ちハヤミリ　　ハイヤサッサ

      セキ　　  ナダカ

3. 世間に名高きオハルズや　ウタキ、ウガンジュ
      スイドウ　キヨ　　   ワ　   デ　  　ノ　  　ミズ　　

   水道の清き　湧き出る飲み水は　ヒヤヒヤ　オハルズウタキの
        マモ

    お守りありさみ ウデヤクルガネ、アシヤ・マツモト
   ネンネン  　トシトシ 　カツブシ                 シマ  　メイヨ　    ア

   年々、 年々　鰹節んだして　島の名誉を上げれば
　                イキマ　 サカイ　　　　         ナマ　チョウシ　  　ウドゥ　　

   これが池間の栄サミヘイ　今の拍子で　踊ちハヤミリ　ハイヤサッサ
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池間島海底観光
   （ガラスボート）

　　〒906-0421
　　　沖縄県宮古島市平良字池間143-1
　　　電話　（0980） 75-2871
　　　携帯　（090）　3797-9494

代表者　長 嶺 　武 夫



安里屋ゆんた

                      　き　  　のなか

１．  サー　君は野中のいばらの花か　サーユイユイ
　　　　        　く　　     　か　　　　　　　             　　ひ     　と　

　　　　　暮れて帰ればやれほに引き止める
　　　　　マタハーリヌ　チンダラカヌシャマヨ

　　　　　          うれ　  は　　　　       うきな　　　

2.　サー　嬉し恥ずかし浮名をたてて　サーユイユイ
　　　　　      ぬし　    しらゆり

　　　　　主は白百合やれほにままならぬ
　　　　　マタハーリヌ　チンダラカヌシャマヨ

　　　          　　たぐさ　 と　　         　いざよいつき

3.　サー　田草取るなら十六夜月よ　　サーユイユイ　
　　　　　    ふたり　       き　　　　　　　　　　               みずい

　　　　　二人で気がねもやれほに水入らず
　　　　　マタハーリヌ　チンダラカヌシャマヨ

　　　          　　そ　　      　あ　　　　        　こんじ　     こそで　

4.　サー　染めて上げましょ紺地の小袖　　サーユイユイ
　　　　       　か　　　　　　             　なさ　　

　　　　　掛けておくれよ情けのたすき
　　　　　マタハーリヌ　チンダラカヌシャマヨ

　　　          　　いけま   　よ　　　        なんど

5.　サー　池間　良いとこ何度もおいで　　サーユイユイ
　　　　       　はるなつあきふゆ　   みどり　 しま

　　　　　春夏秋冬　　　緑の島よ
　　　　　マタハーリヌ　チンダラカヌシャマヨ
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島人の宝

１．  僕が生まれたこの島の空を　僕はどれくらい知っているんだろう
      輝く星も流れる雲も　名前を聞かれてもわからない
     でも誰より誰よりも知っている　悲しい時も　うれしい時も

 何度も見上げていたこの空を

      教科書に書いてある事だけじゃわからない 大切な物が
      きっとここにあるあずさ　それが島人の宝　

2.　僕が生まれたこの島の海を　僕はどれくらい知ってるんだろう
     汚れてくサンゴも減っていく魚も　そうしたらいいのかわからない　
     でも誰より誰よりも知っている　砂にまみれて　砂にゆられて

少しずつ変わっていくこの海を

     テレビでは映せない　ラジオでも流せない　大切な物が
     きっとここにあるあずさ　それが島人の宝　

3.　僕が生まれたこの島の唄を　僕はどれくらい知ってるんだろう
     トゥバラーマもデンサー節も　言葉の意味さえわからない
    でも誰より誰よりも知っている　祝いの夜も　祭りの朝も

何処からか聞こえてくるこの唄を

    　いつの日かこの島を離れてくその日まで　大切な物を
      もっと深く知っていたい　それが島人の宝　　
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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



豊年の歌

         クトス　　　     パズ

１． 今年から始みやしよ　サーサ　
         ミルクユ　　　　     ナウ　　　    　ユ　　  ナウ

     弥軔世　ぬ　実らば　世や直れ　サーサ　
　　　　　　　　　　　                           　             　スウル     　　カギ    　　ユ　  　ナウ

ヨーイテイバヨイダキヨ　サーサ　揃いど　美さぬ世や直れ

         ンナママ　　       　アワ　

2.　今時蒔　ぎ　粟ぬどよ　サーサ　
      ジュウガツマ　     　クミ　　   　    ユ　  　ナウ

    十月蒔　ぎ　米ぬど　世や直れ　サーサ
                                                                    スウル　　    カギ　     　ユ　   ナウ　

ヨーイテイバヨイダキヨ　サーサ　揃いど　美さぬ世や直れ

3.　すだますゞなうらばよ　サーサ　
                              ミヌ　　　       ユ　　   ナウ

     まだますゞ実らば　世や直れ　サーサ　
　                                                                   スウル　　   　カギ　  　　ユ　   　ナウ

 ヨーイテイバヨイダキヨ　サーサ　揃いど　美さぬ世や直れ

         ウシュグムツツ　　　　     　ウサ

4.　御主貢物搗　ぎ　納みよ　サーサ
        テングムツ　    　ウサ　    　ユ　 　ナウ

    天貢物ばり納み　世や直れ　サーサ　
                                                                      スウル　　    　カギ　      ユ　   　ナウ　

　ヨーイテイバヨイダキヨ　サーサ　揃いど　美さぬ世や直れ

        ﾂｷﾞウサ　　        　アマ　

 5.　搗納　みぬ余ずやよ　サーサ
                ウサ　　      ヌク　　　　   　ユ　   ナウ

     ばり納みぬ残ずや　世や直れ　サーサ
                                                                   スウル    　    カギ　　　　ユ　　ナウ           

ヨーイテイバヨイダキヨ　サーサ　揃いど　美さぬ世や直れ

-6-

  池間学区老人クラブ

 　上　原　　　宙

会　長

℡　090-6863-3346



池間大橋

１． 池間大橋　ありがたや　
　　　　　　　                 　アシワタ    　ネンガン 　カナ

　　　島の人々　足渡し　念願　叶えて　ほこらしや　
　　　　ああ・・　池間大橋　かりゆしの橋
　　   クロシオ　　　　       ナンカイ

2.　黒潮おどる　南海の
　　　   サンゴ　　　　　　　　　                 キボウ　 　ブンカ　     　ハナ   　サ

　　　珊瑚の島に　美しく　希望と文化の　華が咲く　
　　　　ああ・・　池間大橋　かりゆしの橋　　
　　           　コガネ　　    　テ    　ハ

3.　空は黄金に　照り映えて
　　   　アサ  　ユウ　　      　アセ　　　　　　　　　　　　                     　　ユメ　　

　　　朝な夕なに　汗ながす　ニライカナイの　夢のせて　
　　　　ああ・・　池間大橋　かりゆしの橋　
　   　オイ　    　ワカ　　     　ミナ　　　　　　　　　

4.　老いも若きも　皆そろい
　　   　ココロスガタ　  　イサ　　　　　               　　　　オド　　     　シマ       ワ

　　　心姿　も　勇ましく　クイチャー踊りで　島が湧く　
　　　　ああ・・　池間大橋　かりゆしの橋　
   　　マツ　  チトセ　　　　　　　　　　　　　　　

5.　松も千歳の　いろそえて
　　   　ヒカリカガヤ　 　オハルズ   　マコト　　　　     　　サカ

　　　光輝　く　大主に　誠つくして　栄えゆく
　　　　ああ・・　池間大橋　かりゆしの橋
　　   チヨ　　　    　ヨロズヨ　 サカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.　千代に　万代　栄　えあれ
　　   　テンチサンカイ   　カミガミ　    　イノ　ササ　　      　ガン

　　　天地山海　神々に　祈り捧げて　願たてて
　　　　ああ・・　池間大橋　かりゆしの橋　
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池間自治会

　 会 長　波平　三郎

   総 務　小禄　有子



池間みやらび

        しず　　ゆうひ　　　　なみ　　うえ　　　　　　　　　　たち　　すな　　うえ

１． 沈む夕日は波の上　みやらび達は砂の上　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いけま　　はま　

　　　サーユイサユイ　池間の浜は　
　　　　　　　　　　よ　　　　　なみ　　おも　　で

　　　　　　寄せる波も想い出ばかり　ニノヨイサッサイ
　　　おも　　おも　　 　 　さ　　　　　はな　　　　　　　　　　たち　　むね　　だく

2.　思い思われ咲いた花　みやらび達が胸に抱く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ

　　　サーユイサユイ　サバニを漕いで　
　　　　　　　　　にーせーたー　こんや　　あ　　　　　く

　　　　　二才達が今夜も会いに来る　ニノヨイサッサイ　
　　　　つき　　　　　　　　　　こえ　あ　　　　　　　　　　　　　　　たち　　お

3.　月をかこんで声合わせ　みやらび達も踊りだす　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よる

　　　サーユイサユイ　まつりの夜は　
　　　　　　　　　　みな　　　　　　　みっか　　　みばん

　　　　　　皆うかれて三日と三晩　ニノヨイサッサイ
　　　しま　　みなと　　　　　　ふね　　　　　　　　　　たち　　おく　　　　　

4.　島の港につなぐ船　みやらび達に送られて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でふね　　　あさ

　　　サーユイサユイ　出船の朝は　
　　　　　　　　　　はまちどり　　こえ

　　　　　　浜千鳥の声さえつらい　ニノヨイサッサイ
　　　ひとりねる　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たち　　みをこが　　　　　　　　　　　　

5.　一人寝る夜のせつなさに　みやらび達が身焦す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ

　　　サーユイサユイ　しぶきに濡れて
　　　　　　　　　　ま　　　　　　　　　　とうだい　あか　

　　　　　　待ちわびる　灯台明り　ニノヨイサッサイ
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〒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



池間の島

　　1.　池間の島は海の島　四面うみもてかこまれし
　　　　西にはイラの干瀬ありて　北にはフデに八重の干瀬

　　2.　これにすまいる魚類には　イカこぶしめやタコにやよ
　　　　その他おもなる貝るいは　たまたかじりやほらの貝

　　3.　いさんでここにこぎゆけば　海の宝はかずしれず
　　　　つめてかえれば水浜に　むかえてまつは妹ら

　　4.　いま帰れしとあいさつし　舟をあらいてうちにいく
　　　　えもの話もおもしろく　わらいどよめく暮らすなり

　　5.　やがてご飯をいただいて　水浜いでてながむれば
　　　　男女の子供らが　うたい遊んでたわむれる

　　6.　砂はま白に風きよく　よせくる波も音すみて
　　　　昼のつかれもいつしかに　忘れはてたるこの景色

　　7.　ああおもしろの水浜よ　ああたのもしき池間島
　　　　これにすまいる若者ら　海のめぐみを忘るなよ

　　8.　春のなかばになりぬれば　舟をしたてて八重山へ
　　　　八重の潮路をものとせず　いさんでゆくのは若者ら

　　9.　いらぶの島をあとになし　いつしか見えなくなりにけり
　　　　たちまち見ゆるは多良間島　いとなつかしくながめつつ

　10.　だんだんこぎて進むうち　かすかに見ゆるはオトモ岳
　　　　しだいに陸にちかづけば　石垣島に西表
　　　
　11.　まねくはどこぞ石垣の　東の先の平久保よ
　　　　そこをめぐりてこぎゆけば　はやつきなるは石垣港
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携帯　090-3797-5440

沖釣り案内
　　   勝連釣具店

         マリンロード
　　・グルクン釣り　　　・ジギング
　　・石巻落とし　　　　・テンヤ釣り
　　・キャスティング　　・トローリング

手ぶらでＯＫ



島の人よ

      １．  生まれ島を離れ暮らす島の人よ　

            覚えてますか　生まれ島の祭り唄を

            大きな夢を都会に描く島の人よ

            強く育てたあなたの島こそが夢の島よ

       島の人よ又いつの日か　祭り咲かせてみようじゃないか   

　       島の人よ又あの海で　サバニこいでみようじゃないか

       2.　島を離れ帰らぬ人よ島の人よ

            何処にいますか　何してますか　お元気ですか

            都会で暮らし手にしたものも大切だけど

            何々よりも大事にして欲しい生まれ島を

     島の人よ又いついつの日か　祭り咲かせてみようじゃないか

        島の人よ又あの海で　夢を咲かせてみようじゃないか
　　　
      島の人よいついつの日か　祭り咲かせてみようじゃないか

          島の人よいついつもでも　生まれ島を忘れないで

                  生まれ島を忘れないで　
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池間大橋売店

　海　美　来
　　　　　　　長　嶺　道　雄
〠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
〠906-0007  沖縄県宮古島市平良字東仲宗根746-15
　　　　　　　　☎（0980）73-3509（自宅）

かい　　みい　　　 る



オジー自慢のオリオンビール

　島とつくもの　なんでも好きで　酒に　マースに　ぞうりまで
　　　　  かりゆし　ウエアーでまーかいが　オバーが夕飯炊いてるさ

　　　　 今日は那覇市のビアガーデンへ　野球応援　甲子園
　　　　 明日は準々決勝ど　夜から応援しておくさ

三ツ星かざして　高々と　ビールに託したウチナーの　夢と飲むから美味しいさ　
　　オジー自慢のオリオンビール　オジー自慢のオリオンビール
　　
　　　　どんな映画を見に行くよりも　オジーと飲んで話したい
　　　　不景気続きでちゃーならん　内地で仕事を探そうかね　

　    　金がないなら　海にが行くさ　魚があれば生きられる
　　    なんくるないさ　やってみれ　働くからこそ休まれる
　
三ツ星かざして　高々と　ビールに託したウチナーの　夢と飲むから美味しいさ　
　　オジー自慢のオリオンビール　オジー自慢のオリオンビール

正月祝いであっり乾杯

大漁祝いであっり乾杯

豊作祝いであっり乾杯

元気で長生きあっり乾杯

　　　
　　　　　 みんなで一緒にあっり乾杯　
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池間行進曲
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池 間 漁 業 集 落

会　長　　仲間　 章
副会長　　川上　重幸
会　計　　原　　 慧
　　　　　他29名

１． その名も高き大主の　社を　拝みて登り行く
　
      辿りつきたる遠見台　池間の島を見渡さん

 2.　南の岡におごそかに　いらかも長くそびゆるは

      ここぞ池間の学校で　わがなつかしき母校なり

3.　明治三十六年に　生まれいでたるわが校は

     二十三才の星霜を　経たる床しき　校舎で

 4.　大正十年四月には　高等小学併置され

     学びの道は開けたり　いざや学ばんわが友よ

5.　北の浜辺を見下ろせば　ここぞ名に負う仲間越

    屋の煙突　空をつき　工場の　機械は　威勢よし

   6.　組合かずは六つあり　宝山　重宝　大宝丸

        池島丸と宝泉　漁福丸　は　二号まで

 7.　海に生れて海に住む　わが同胞は　祖先より

     　伝えし漁業を受けついで　鰹　製造始めたり

 8.　明治三十有九年　初めてこの業ひらけたり

     産額年々増しゆけて　今は三十五万円

 9.　鳥の夜明けを告げる頃　東天白む暁に

      島の若人各々の船にのり込む雄々しさよ

 10.　かもめがさわぐ真昼時　緑のうしおわきたたせ

        鰹群がり餌につけば　釣りする人も湧み立つ

11． 陽は西海に傾いて　からすもねぐらへ急ぐ頃

      五色の旗をなびかせて　誇り顔にぞかえり来ぬ

12． 祖先にうけたるこの地あり　天に賜いし漁業あり

     　共同一致を身に挺し　業にいそしむたのもしさ

15． 産業立国叫ばれつ　文化の高潮かける時

     　いざや富まさん池間島　いざや学ばん島人よ

       　いざや学ばん島人よ 　いざや学ばん島人よ

13． 池間前里二区字の　戸数は二百五十八

       人口一千六百で　一家の如きまといなり

14． 青年会や処女会は　世の文明に遅れじと

       日々の修行を怠らぬ　その心根のかんばしさ

 　    な　たか　おはるず　やしろ　おがみ 　のぼ　ゆ

たど　　　　　　　とおみだい　いけま 　しま　みわた

みなみおか　　　　　　　　　　　　　　　　　　なが

　　　　　　いけま　　まなびや　　　　　　　　　　　　　　ぼこう

　めいじ　さんじゅうろくねん　　うまれ　　　　　　　　　　　　　　こう

　　　にじゅうみとせ　せいそう　けい　　　ゆか　　　　まなび

　　　たいしょう　じゅうねん　しがつ　　　こうとうしょうがくへいち

　　まなび　　みち　ひら　　　　　　　　　　　まな　　　　　　　とも

　　きた　はまべ　みお　　　　　　　　　　　　 　な　　お  　なかまごし

　なや　えんとつ　そろ　　　　　　こうば　　　きかい　　　いせい

　　　くみあい　　　　むっ  　　　　ほうざん　じゅうほう　たいほうまる

　　　　いけしままる　ほうせん　ぎょうふくまる　　　　　　　にごう

　　うみ　う　　　　うみ　  す　　　　　　　はがから　　そせん

　つた　　　ぎょぎょう　う　　　　　　　　　かつおせいぞう　はじ

めいじさんじゅうゆうくねん　　はじ　　　　　　　わざ

　さんがくねんねん　ま　　　　　　　　いま　　さんじゅうごまんえん

 とり　　よあけ　　つ　　　　ころ　とうてんしら　あかつき

しま　わこうど　おのおの　ふね　　　　こ　　　　おお

 　　　　　　　　　　　　　まひるどき　みどり

 かつおむら　　え　　　　　　　  　つり　　　　ひと　　いさ　た

 　　ひ　せいかい　かたむ　　　　　　　　　　　　　　　 　いそ　とき

 　　ごしき　　はた　　　　　　　　 　　ほこ　かお　　　　　 　　 　く

 　　　そせん　　　　　　　　　　  　ち　　　　　てん　たま 　ぎょぎょう

 　　きょうどういっち　み 　てい　　わざ

 　　いけままえざとにくあざ　　　こすう　　にひゃくごじゅうはち

 　　　じんこう　いっせんろっぴゃく　　いっか　ごと

 　　せいねんかい　しょじょかい　　　よ　　ぶんめい　 おく

 　　　ひび　　　しゅぎょう　おこた　　　　　　　こころね

　　さんぎょうりっこくさけ　　　　　　ぶんか　　　こうちょう  　　　とき

 　　　　　　　　　　　と　　　　　いけまじま　　　　　 　　　まな 　　　しまびと

 　　　まな 　　　しまびと  　　 　　まな 　　　しまびと



唐船ドーイ

        　トッシン　　　　　　　　　　　                       　イッサンハア

　1.　唐船ドーイ　さんてえまん　一散走えーならんしや　ユイヤナ

　　　    ワカサマチムラ　　             　シナフワ

　　　若狭町村ぬサー　瀬名波ぬタンメ　  ハイヤ　センスル　ユイヤナ

　　    　ウト　    トユ　　          　ウフムラウドン　     シンダンザイ

　2.　音に豊まりぬ　大村御殿ぬ栴壇木　ユイヤナ

　  　ナファ　     　トユ　　　　　　　           クムジ　　　　        　ガジマルギイ　

　　那覇に　豊まりるサー　久茂地ぬほーい熔樹木 　ハイヤ　センスル　ユイヤナ

　　　           　グヮター  　ウタ　    ワラビチャー    　ヲド

　3.　アン小達が唄に　童ん達が踊て　ユイヤナ

　　     　ミ　     　　チ　　　　　　　                   　　ユ      　ア

　　　見ぶり聞ちぶりにサー　な夜や明かち  ハイヤ　センスル　ユイヤナ

　　   　アガリア　　　              　ユ　      ア　　　      　ム

　4.　東明かがりば　夜ぬ明きんと思て　ユイヤナ

　　　   チチ　　　　　　　　                        　　クイ   　ヤハン

　　　月どぬちゃがゆるサー　恋し夜半  ハイヤ　センスル　ユイヤナ

　　     　ユ　    　ア     　　ティダ      　　アガ　

　5.　夜ぬ明きて太陽や　上らわんゆたさ　ユイヤナ

　　　    ミマントチ                　　　　　　　ワ

　　　巳午時までんサー　我ひまさらみ  ハイヤ　センスル　ユイヤナ
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　　新槙　孝司(会長）　コーラルコーヴ
　　青山　　淳      　 ヤビジマリンショップ
　　芦川　剛志　　　　和剛丸
　　隈本　　剛　　　　 くま丸
　　勝連　浩佳　　　　コーラルウインド
　　仲間　章郎　　　　八重干瀬マリンサービス

　　 　　 上地　裕子　　池間島ダイビングサービス
　　　 　中島　利絵　　アクアベース
　　　　　原　　慧　 　　アザイケマ
　 　　　平本　明彦　　ブルーフォレスト
　 　　　米田　ひとみ　マリンハート宮古島



池間島　囲碁愛好会

顧問　：　嵩原　忠太郎

会員　一同

幹事　：   井上　一　夫



池間島　愉快な仲間達

和 　丸

  船長　井上　一夫

　

釣り船
レオ丸

三　木　康　弘

池間漁業協同組合
准組合員

〒906-0421
宮古島市平良字池間147
 携帯　 090-5573-9071

〒906-0422
宮古島市平良字前里72
ＴＥＬ＆ＦＡＸ　0980-74-4700
携帯電話   　090-9334-8993

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
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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

きゅ～ぬふから舎の理念

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


