
- 1 -

世 ウ 委 号1 1 8
２０１６年８月 日24

海外各沖縄県人会長 殿

第６回世界のウチナーンチュ大会

実行委員会 会長 翁長 雄志

「第６回世界のウチナーンチュ大会」イベント参加募集等について（依頼）

平素より本県の国際交流事業に対し、格別なご理解、ご協力を賜り感謝申

し上げます。

さて、本年 月 日の前夜祭パレードから 日までの 日間開催されます「第６10 26 30 5
」 、 、 、回世界のウチナーンチュ大会 の期間中には 様々なイベントがございますが この度

下記イベントの参加募集を開始いたします。

つきましては、会員の皆様へ周知していただくとともに、各イベントの参加申し込み

を行って下さいますようお願い致します。

、 、 。なお イベントごとに申し込み期限等が異なりますので 詳細は要綱をご確認下さい

多くの皆様のご参加をお待ち申しております。

記

Ⅰ 事務局へ申し込むイベント

イベント名 イベント日時 提出期限

１ 前夜祭パレード 月 日(水) ９月 日(水)10 26 14

２ 開会式三線一斉演奏 月 日(木) 月 日(火)10 27 10 11

３ 国際親善ゲートボール大会 月 日(金) ９月 日(水)10 28 7

４ 万国津梁の灯火（首里城祭） 月 日(土)、 月 日(火)10 29 10 11
日（日）30

５ うまんちゅ三線大演奏会 月 日(日) 月 日(火)10 30 10 11

６ 琉球王朝絵巻行列 首里城祭 月 日(日) ９月 日(水)（ ）10 30 21

※各イベント要綱をご確認のうえ、各申込書を期限までにご提出下さい。
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Ⅱ「連携イベント」観覧申込について

連携イベントのうち、チケット購入が必要なイベントの一部について、海外参加

者の皆様の席を優先して確保致します。団体ごとに別添申込書にてお申し込み下さ

い（優先してお席を確保するため、イベント当日必ずお越しいただける方のみ、お

申し込み下さい 。。）

なお、チケットは有料となります。代金につきましては、イベント当日窓口でお

支払い下さい。

イベント名 イベント日時 提出期限

琉球の風－琉球クリエイティ 月 日(金)10 28
１ ブと琉球舞踊 －／ －14:00 19:00

オキナワ・ラティーナ 月 日(金) ９月 日(水)10 28 14
in 19:00２ ウチナーンチュ大会

我らが住むは五大州Ⅱ 月 日(土) －10 29 14:00
３ 日(日) －30 14:00

※上記以外で、チケット購入や申し込みの必要なイベントについては 「連携イベ、

ント一覧」をご確認のうえ、直接主催者へお申し込み下さい。

※無料チケットの配布等はございませんので、予めご了承下さい。

一部、海外参加者向けの優待価格を検討しております。詳細は追ってご連絡致しま

す。

Ⅲ 提 出 先 第６回世界のウチナーンチュ大会実行委員会事務局

（沖縄県那覇市泉崎 ）1-2-2
イベント班 桃原、吉田、當山

wuf2016event@pref.okinawa.lg.jpメール：

：８１－９８－８６６－２６２２F A X

～その他のイベント情報についても、大会 のイベントページで随時更新しておHP
りますので、ぜひご覧下さい。

【問い合わせ】

第６回世界のウチナーンチュ大会

実行委員会事務局

イベント班 桃原、吉田、當山

900-8570 1-2-2〒 沖縄県那覇市泉崎

TEL:81-98-866-8060 FAX:81-98-866-2622
E-mail wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp：



 

 

 

 

 

１．イベント内容 

   開会式前日、お揃いの民族衣装などを身にまとった世界のウチナーンチ

ュによる凱旋パレード。マーチングバンドや民族音楽のリズムに合わせて

国際通りを練り歩きます。 

 

２．日 程 

   10 月 26 日（水）15:00～17:00 

◆受付 13:00 

 

 ３．場 所   

那覇市国際通り 

   ◆集合場所：壺屋小学校（那覇市牧志 3－14－12）   

  

 ４．団体パフォーマンスについて  

      パレード中、３～４箇所の演舞ポイントでの団体演舞を希望する場合は、 

音源のデータを Eメールまたは郵送でご提出お願い致します。形状は MP3 フ 

ァイルまたは CD に限らせて頂きます（演舞時間は３分程度を予定）。 

 

５．申込方法  

県人会（団体）ごとに「前夜祭パレード参加申込書」を記入の上、メール、

FAX または郵送で提出。 

 

 ６．申込期限  

平成 28 年 9 月 14 日（水） 

 

 ７．申込先   

第６回世界のウチナーンチュ大会事務局（沖縄県那覇市泉崎 1-2-2） 

イベント班 吉田 

E-mail:wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp 

TEL:098-866-8060 FAX:098-866-2622 

 

 ８．留意事項 

申込書の提出が無い場合は、パレードに参加出来ません。 

    当日、控室等はありませんので、衣装や貴重品の管理はご自身でお願い

致します。 

第６回世界のウチナーンチュ大会 

前夜祭パレード募集要項 



To WUF  Executive Committee Secretariat
（FAX 81-98-866-2622）

言語　Language

電話 TEL 電話 TEL

E-mail E-mail 

FAX

□ □ 希望しない/No

FAX　 81-98-866-2622

E-mail

TEL　

第６回世界のウチナーンチュ大会

前夜祭パレード参加申込書

◇日時：10月26日（水） /Date: Wed. Oct. 26

申込期限→9月14日 《Application deadline: September 14th》

◇沖縄での連絡先  Contact info during stay in Okinawa

◇当日担当者名 Name of group leader ◇担当者沖縄入り予定 

Scheduled date of arrival in Okinawa
 (of group leader)

2016/            /     
              month          day

団体名　Name of group(participant)

国名 Country/州名 province/state/region

◇連絡先　Contact information

希望する/Yes

パフォーマンス内容、人数　Description of performance and number of members
 ex) samba, hula, Traditional Dance, etc.

団体パフォーマンス希望　（演舞時間３分以内）　

 If you checked"Yes", please send your audio data by E-mail or mail to the address below by August 31st.

Would your group like to give a performance in the Festival Eve Parade? ( 3 minutes or less)

「希望する」を選んだ団体は音源のデーターを期限までメールまたは郵送で提出お願いします。

For questions, contaｃｔ Erina Yoshida, The 6th WUF
Executive Committee Secretariat Event Division

お問い合せ（第６回世界のウチナーンチュ大会事務局
イベント班　吉田）

81-98-866-8060

◇集合時間 /Time of Assembly: 13:00

◇集合場所：壺屋小学校(那覇市牧志3-14-12)
Assembly: Tsuboya Elementrary School (3-14-12,
Makishi, Naha City)

wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp

The ６th Worldwide Uchinanchu Festival

Festival Eve Parade Participant Application
申込日　Date of apply

参加人数　Number of participants

2016/     /



A la Secretaría de la Comisión Ejecutiva FMU
（FAX 81-98-866-2622）

言語　Idioma

電話 TEL 電話 TEL

E-mail E-mail 

FAX

□ □ 希望しない/No

FAX　 81-98-866-2622

E-mail

TEL　

第６回世界のウチナーンチュ大会

前夜祭パレード参加申込書

◇日時：10月26日（水） /Fecha : 26 de Oct (Mié)

申込期限→９月14日 《Fecha Límite: 14 de Septiembre 》

◇当日担当者名 Nombre de Persona Encargada en ese Día ◇担当者沖縄入り予定 

Fecha Prevista de llegada a Okinawa (Persona
Encargada)

2016/            /     
              mes          día

県人会名　Nombre de la Asociación

国名 País/州名 Provincia/Prefectura

◇連絡先　Información de Contacto 

希望する/Sí

パフォーマンス内容、人数　Detalles de la Presentación y Número de Participantes
Ej). Samba,hula, Danza Tradicional

団体パフォーマンス希望　（演舞時間３分以内）　

Si marcó "Sí", envíenos el audio hasta la fecha límite, vía e-mail o correo postal.

¿Desea realizar una Presentación Grupal ? (Hora de Presentación：Aproximadamente 3 minutos)

「希望する」を選んだ団体は音源のデーターを期限までメールまたは郵送で提出お願いします。

Destinatario (Encargada: Erina Yoshida, Sección de
Organización de Eventos de  La Secretaría del 6º
Festival Mundial Uchinanchu)

お問い合せ（第６回世界のウチナーンチュ大会事務局
イベント班　吉田）

81-98-866-8060

◇集合時間 /Hora de Encuentro：13:00

　

◇集合場所：壺屋小学校(那覇市牧志3-14-12) /
Lugar de Encuentro: Escuela primaria Tsuboya
(3-14-12, Makishi, Ciudad de Naha)

wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp

◇沖縄での連絡先
Información de contacto durante su estadía en Okinawa

6º Festival Mundial Uchinanchu

Formulario de Inscripción de Participación
del Desfile en Víspera del Festival

申込日　Fecha de Inscripción

参加人数　Número de Participantes

2016/     /



To WUF  Executive Committee Secretariat
（FAX 81-98-866-2622）

言語　Idioma

電話 TEL 電話 TEL

E-mail E-mail 

FAX

□ □

FAX　 81-98-866-2622

E-mail

TEL　

6oFestival Mundial de Uchinanchu

前夜祭パレード参加申込書

◇日時：10月26日（水） /Data:  26 out (Qua)

申込期限→９月14日 《Prazo de inscrição: 14 de Setembro》

◇沖縄での連絡先  Contato em in Okinawa

◇当日担当者名Nome do reponsável ◇担当者沖縄入り予定 

Data de chegada do responsável em Okinawa

2016/            /     
              mês          dia

団体名　Nome da AssociaçãoName of group(participant)

国名 País/州名 Estado

◇連絡先　Contato.

希望する/SIM

パフォーマンス内容、人数　Conteúdo de Performance, número de participantes
 (exemplo: samba, danças tradicionais  etc…)

団体パフォーマンス希望　（演舞時間３分以内）　

Se escolheu SIM , favor enviar os dados da música em Email ou pelo correio.

Performance desejada (apresentação em 3 minutos)

「希望する」を選んだ団体は音源のデーターを期限までメールまたは郵送で提出お願いします。

希望しない/NÃO

Contato: Secretaria de Comissão Executiva do
6oFMU ( Yoshida)

お問い合せ（第６回世界のウチナーンチュ大会事務局
イベント班　吉田）

81-98-866-8060

◇集合時間 /horário de encontro：13:00

◇集合場所：壺屋小学校(那覇市牧志3-14-12) /
Local de encontro: Escola de 1o Grau Tsuboya l(3-14-
12, Makishi, cidade de NAHA-pertda Avenida
KokusaiDori)

wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp

Inscrição para participação no Desfile Pré-Evento
申込日　data de inscrição

参加人数  Número de participantes

2016/     /
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第６回世界のウチナーンチュ大会 国際親善ゲートボール大会 

開 催 要 綱 
Ⅰ．実施要項 

目 的： 第１回大会より恒例となっているゲートボール競技を今回も実施し、海外愛好者と、県内愛好者が世代  

     を超えて楽しめる生涯スポーツとしてのゲートボール競技を通して、親善と交流の輪を広げることを目的と 

     して実施する。 

主 催：第６回世界のウチナーンチュ大会実行委員会  

主 管：沖縄県ゲートボール連合 

 １．期    日 ／ ２０１６年１０月２８日（金） 

 ２．会    場 ／ 奥武山運動公園 陸上競技場 

 ３．参 加 資 格 ／ 世界のゲートボール愛好者 

              （但し、県内チームについては沖縄県ゲートボール連合が推薦した３名以上の審判有資  

 格者を有するチームとする。） 

 ４．参加チーム ／ ３６チーム 

 ５．チーム構成 ／ チームは監督１名と競技者５名以上７名以内で構成する。監督は専任とし、競技者のうち 

              １名を主将とする。 

 ６．チーム編成 ／ 海外チームの年令・性別の制限はなしとするが、県内チームは満７０歳（２０１６年４月１日 
              現在）以上で性別を問わない。但し、沖縄県ゲートボール連合が認めた場合はその限り 
              ではない。 
 ７．競 技 規 定 ／ 競技並びに審判は、現行の国際公式ゲートボール競技規則および（公財）日本ゲートボ

 ール連合公式競技規則を準用する。 

 ８．審 判 員 ／ ①予選は相互審判制とする。（但し、海外チームの担当審判は主管団体で行う。） 

              ②決勝トーナメント戦の審判は専任審判制とする。 

 ９．競 技 方 法 ／ 予選リーグ戦 

             ・３６チームを６コートにわけ、各コート３チームリーグ戦を２組（Ａパート・Ｂパート)行い、        
   各パート上位１チーム及び各パートの代表になれない海外チームから成績上位４チーム
   が決勝トーナメント戦に進出する。 

              決勝トーナメント戦 

              ・予選リーグ戦の結果、選考された１６チームによるトーナメント戦を行い、順位を決定する。 

 １０．表 彰 ／ 優勝・準優勝・３位（２チーム）を表彰する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加上の注意 

   （１） 参加者は、事前に健康診断を受けること。 

   （２） 原則としてチームは統一したユニフォームを着用すること。 

   （３） 登録メンバーに変更がある場合は、大会前日（１０月２７日）の代表者会議までに申し出ること。 

 

参加申込：参加申込は、所定の様式により作成し下記あてに送付すること。 

海外参加チームは、大会実行委員会事務局（９月７日まで） 

   ＊ファックスもしくは電子メール：wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp 

FAX：+81-98-866-2622 
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Ⅱ．競技運営要項 

  １． コート（天然芝面）は６コート設営する。 

  ２． インサイドラインの区画は幅５ｃｍのテープを使用する。 

  ３． 待機エリアは主催者が設置するイス等の周囲とする。 

  ４． ゲートにはゲート番号表示を設置する。  

  ５． 大会使用球は大会運営委員会が用意する。 

  ６． スティックは参加者が持参する。 

  ７． 監督・主将の表示マークはチームが用意する。 

  ８． 打順番号表示は、大会実行委員会が用意したものを着用する。 

  ９． 競技終了時に両チーム同点で、チームの総得点の内容により勝敗が決定しないときは、公式ゲート 

   ボール競技規則２０１５の第７条第２項２．に準拠して勝敗を決定する。 

 １０． 予選リーグ戦の順位決定方法は次の順序による。 

    ①勝ち数  ②得失点差  ③対戦結果  ④総得点数  ⑤抽選 

 １１． 予選リーグ戦の組み合わせ及び先攻・後攻は大会運営委員会の責任において決定する。 

 １２． 決勝トーナメント戦における先攻・後攻は、両チームの主将によるジャンケンで決定する。 

 １３． 競技の没収があった場合は次のとおりとする。 

    （１）得 点 は ５ ： ０ と す る 。 

    （２）競技の没収により負けたチームの処遇については、その内容により大会運営委員長が決定する。 

 １４． 競技終了後の得点の確認、勝敗の決定は第４コーナー付近の指定の位置で行う。 

 １５． 競技時間等の変更を余儀なくされた場合については、大会運営委員長が決定する。 

 １６． 上記１．～１５．以外の事象が発生した場合の最終判断は大会運営委員長が決定する。 

 

 Ⅲ．大会日程  

       １０月２７日（木） 大会前日 

           代 表 者 会 議 ・・・・・・・・・・・・ １ ５ ： ０ ０ ～ １ ７ ： ０ ０ 

       １０月２８日（金） 

           チ ー ム 受 付 け ・・・・・・・・・・・・ ０ ８ ： ０ ０ ～ ０ ８ ： ２ ５ 

          開 会 式 ・・・・・・・・・・・・ ０ ８ ： ４ ０ ～ ０ ９ ： ０ ５ 

          予 選 リ ー グ 戦 ・・・・・・・・・・・・ ０ ９ ： ３ ０ ～ １ ３ ： ２ ０ 

          決 勝 ト ー ナ メ ン ト 戦 ・・・・・・・・・・・・ １ ４ ： ０ ０ ～ １ ７ ： １ ０ 

          閉 会 式 ・ 表 彰 式 ・・・・・・・・・・・・ １ ７ ： ３ ０ ～ １ ８ ： ０ ０ 
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International Friendship Gateball Tournament Resume
Contents According to custom since The 1st Worldwide Uchinanchu

Festival, widen the circle of the friendship and interchange through
gateball tournament that popular across the generations.

Date / Time Friday October 28, 2016 8:00 18:00～

～ ～* Sign up 8:00 8:25 Opening Ceremony 8:40

Venue Onoyama Athletic Stadium
Participation Team composition: 1 manager exclusive duty , 5 7 players, 1( ) ～

Requirements captain among players
How to apply Fill out the application form by team and submit by email or fax.

Schedule Friday October 28, 2016 8:00 18 00～ ：

Please refer to the attached guidance in Japanese for the detailed rule and theNote
schudule

Atten: Tsuyoshi Touyama, Event Section, The 6th WorldwidePerson in charge

Uchinanchu Festival Executive Committee Secretariat



6º Festival Mundial Uchinanchu 
Torneo Internacional Amistoso de Gateball 

Resumen 
Nombre Torneo Internacional Amistoso de Gateball 

Objetivo El gateball se ha convertido en una tradición dentro del 
programa del Festival y es un deporte que lo pueden 
disfrutar personas de diversas edades y generaciones. 
En esta oportunidad, también se llevará a cabo el torneo 
de gateball para profundizar y expandir los lazos de 
amistad. 
 

Fecha y 
Horario 

Viernes 28 de octubre de 2016 
8:00 ~ 18:00 

Lugar Parque Atlético Onoyama  
Estadio de Atletismo de Onoyama  

Forma de 
participación 

Constituya un equipo conformado por 5 a 7 jugadores y 
un entrenador. El entrenador será el responsable del 
equipo y uno de los jugadores será el capitán. 

Medio de 
Inscripción 

Pedimos la entrega de relación de jugadores hasta el 31 
de agosto, vía mail o fax para la Secretaría de la 
Comisión Ejecutiva del Festival. 
Mail：wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp 
FAX：+81-98-866-2622 

 ※Para mayores detalles (reglas y programas), confirme el resumen 
(edición en japonés) adjunto. 
 



 
6oFMU  - Torneio Internacional Amistoso de GateBall 
Resumo do evento 
Nome evento  Torneio Internacional Amistoso de GateBall 
Objetivo Realizado desde 1oFMU, tornando comum em cada evento realizado e é 

o esporte que possa praticar geração por geração, aumentando amizade 
entre sí.  

Período 28 de outubro 2016 (sexta-feira) 8：00~18：00  
Local Estádio de Atletismo do Parque Esportivo de Onoyama 
Participantes O time é composto por 7 jogadores, sendo 5 jogadores, 1 capitão  e 1 

técnico que será responsável geral. 
Como 
Inscrever Solicitar até 31 de agosto pelo Email ou FAX： 

Email-  wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp 
FAX-    ＋ 81-98-866-2622 

 
 



To WUF  Executive Committee Secretariat
FAX 81-98-866-2622/ E-mail wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp

印

フリガナ 　

チーム名 　　　　国　　　県

フリガナ 住所〒

ＴＥＬ

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　　名

男 〒

女 ＴＥＬ

男 〒

女 ＴＥＬ

男 〒

女 ＴＥＬ

男 〒

女 ＴＥＬ

男 〒

女 ＴＥＬ

男 〒

女 ＴＥＬ

男 〒

女 ＴＥＬ

男 〒

女 ＴＥＬ

　　　　　〇

　　　　　〇

　　　　　〇

　　　　　〇

注意　：

後日、連絡する場合がありますので、住所と電話番号ははっきりとご記入下さい。

（監督を置かない場合でも競技者は7名までの登録となります。）

チームは監督１名、競技者５名以上7名以内です。

２０１６年　　　月　　　　　日

代 表 者 名

チーム名及び責任者のフリガナは、はっきりとご記入下さい。

読みやすく楷書でご記入下さい。

　住　　所　＆　生 年 月 日

　　　　年　　　月　　　生

　　　　年　　　月　　　生

性別

　　　　年　　　月　　　生

　　　　年　　　月　　　生

　　　　年　　　月　　　生

　　　　年　　　月　　　生

責任者

参 加 申 込 書
第６回世界のウチナーンチュ大会 国際親善ゲートボール大会

年令

競技者

構　成

監督

競技者

競技者

競技者

競技者
　　　　年　　　月　　　生

競技者
　　　　年　　　月　　　生

競技者

計 名

海外

募集用



 

 

 

【開会式三線一斉演奏】参加者募集要項 
 

【目的】 「第６回世界のウチナーンチュ大会」の開会式で、世界中から集まった三線奏者が、沖縄

の誇る伝統文化の一つである三線の一斉演奏を行い、世代、国境を越えて受け継がれる三線

文化の素晴らしさを国内外に発信するとともに、ウチナーンチュの再会と大会の幕開けを祝

う。 

 

■日  時：平成 28年 10 月 27 日（木） 

12:00〜12：30 集合/受付（沖縄県立武道館＝スタジアム隣り） 

12:45〜    オリエンテーション 

13:00～14:00  リハーサル（予定）※終了後、武道館にて待機。 

16:45 スタジアムに入場、配置 

17:00～17:14 開式〜アトラクション開始～退場 

      ※上記スケジュールは現時点の目安であり、変更の可能性があります。 

■場  所：沖縄セルラースタジアム那覇特設ステージ 

      ※集合場所：沖縄県立武道館＝スタジアム隣り 

■内  容：「第６回世界のウチナーンチュ大会」開会式幕開けのアトラクションでの演奏 

■演 奏 曲：「かぎやで風節」「安波節」 

※大会ホームページの練習用映像をご参照ください。 

■募集人数：1,000 人（海外、国内、県内を問わず） 

■参加要件：①大会ホームページの練習用映像を見て、充分に練習を積まれた方 

（演奏曲目を工工四なしでも演奏できることが望ましい） 

      ②演奏用の三線を持参できる方 

（海外の方で持参が困難な場合は、数量限定で貸し出しますので、応募の際に大会事務

局までご相談ください） 

       ※演奏ができれば、年齢・性別は不問です。 

       ※出演におけるお弁当、交通費や謝礼の支給はございません。予めご了承下さい。 

■服  装：かりゆしウェア、アロハシャツ、カッターシャツ、ポロシャツなど 

      ※極端に派手な服装の方は、出演をご遠慮願う場合があります。 

■応募必要事項：氏名、性別、年齢、現住市町村または国（県）、連絡先（携帯電話および Eメール） 

■応募方法：大会ホームページ応募専用フォームでのご応募、FAX、または Eメール  

海外（県外）の方   

FAX  +81－98－866－2622   E メール  wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp 

県内の方  

FAX  098-861-7008       E メール  oip-8@wit.ocn.ne.jp 

■募集期間：平成 28年 10 月 11 日（火）必着 

 

 

 

 

 

１０月２７日（木）実施 



 

 

 

 

【うまんちゅ三線大演奏会～世界へ響け！ちゅら島の音】参加者募集要項 
 

【目的】 「第６回世界のウチナーンチュ大会」期間中に、世界中の三線奏者が一堂に会し、沖縄の

誇る伝統文化の一つである三線の大演奏を行い、世代、国境を越えて受け継がれる三線文化

の素晴らしさを国内外に発信し、さらなる普及・拡大を図る。 

 

■日  時：平成 28年 10 月 30 日（日） 

9:45     集合 

10:00～12：00 本番（練習、指導、リハーサルを含む） 

■場  所：沖縄セルラースタジアム那覇 メインスタンド（集合もこちらになります） 

 

■内  容：閉会式当日の午前中に、大会の主催イベントとして、県内、国内、海外の三線奏者が数

千名規模で大演奏会を実施する。 

■演 奏 曲：「かぎやで風節」「安波節」「てぃんさぐぬ花」 

※大会ホームページの練習用映像をご参照ください。 

■募集人数：最大 6,000 人（県内、国内、海外問わず） 

■参加要件：①初心者大歓迎（大会ホームページの練習用映像を見て、練習してください） 

②演奏用の三線を持参できる方 

（海外の方で持参が困難な場合は、数量限定で貸し出しますので、応募の際に大会事務

局までご相談ください） 

       ※演奏ができれば、年齢・性別は不問ですが、小学生以下の参加は大人の方の引率が

必要です。 

※三線教室やサークル、学校のクラブ活動などグループでの参加申込大歓迎。 

       ※出演におけるお弁当、交通費や謝礼の支給はございません。予めご了承下さい。 

■服  装：かりゆしウェア、アロハシャツ、カッターシャツ、ポロシャツなど 

       ※極端に派手な服装の方は、出演をご遠慮願う場合があります。 

■応募必要事項：氏名、性別、年齢、現住市町村または国（県）、連絡先（携帯電話および Eメール、

団体・グループの場合は代表者のみで可） 

■応募方法：大会ホームページ応募専用フォームでのご応募、FAX、または Eメール  

海外（県外）の方   

海外（県外）の方   

FAX  +81－98－866－2622   E メール  wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp 

県内の方  

FAX  098-861-7008       E メール  oip-8@wit.ocn.ne.jp 

■募集期間：平成 28年 10 月 11 日（火）必着 

１０月３０日（日）実施 



第６回世界のウチナーンチュ大会 

「開会式三線一斉演奏」・「うまんちゅ三線大演奏会」 

参加申込用紙 

参加するプログラムにチェックを入れて下さい（□をクリックするとチェックできます。） 

☐１「開会式三線一斉演奏」  ・ ☐２「うまんちゅ三線大演奏会」 
             10 月 27 日（木）                 10 月 30 日（日） 

 

 

氏  名（団体の場合は代表者名） 

 

年齢 

 

性別 

 

居住市町村名又は国(県)名 

 

 

 

 

 

男・女 

 

 

 

電話番号 

 

 

 

 

 

メールアドレス 

 

 

 

 

 

団体・グループで申し込む場合はメンバーをご記入ください。 

 

氏  名（団体の場合は代表者名） 

 

年齢 

 

性別 

 

居住市町村名又は国(県)名 

 

 

 

 

 

男・女 

 

 

 

 

 

 

 

男・女 

 

 

 

 

 

 

 

男・女 

 

 

 

 

 

 

 

男・女 

 

 

 

 

 

 

 

男・女 

 

 

 

 

 

 

 

男・女 

 

 

 

 

 

 

 

男・女 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男・女 

 

 

 

 

※集合時間、リハーサル時間の変更がある場合、連絡することがありますので、電話番号、

メールアドレスは必ずご記入ください。 

※団体・グループメンバーの記入欄が足りない場合は、コピーして提出して下さい。 

 その場合も代表者の連絡先を忘れずにご記入ください。 

※申込締切  １０月１1 日（火）必着 

 

◇提出先 海外（県外）の方 

    FAX +81-866-2622  Email wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp  



 
 
 
 

 
 
１．イベント内容 
  第６回世界のウチナーンチュ大会海外参加者を対象に、毎年開催されている首里城

祭「琉球王朝絵巻行列」に参加する方を募集します。 
琉球王朝時代の衣装に身を包み、琉球国王・王妃や中国の使者や芸能団など、当時

の華やかな様子を再現した総勢約 800 名の大行列で国際通りを練り歩きます。 
沖縄の歴史・伝統・芸能に触れる絶好の機会です。 

 
２．日 程 
 平成 28 年 10 月 30 日（日） 12:30～14:30 （予定） 

   ◆集合時間：8:30（予定）  
          
 ３．場 所   

那覇市国際通り 
   ◆集合場所：開南小学校 体育館（那覇市泉崎 1－1－6）（予定）  
    
 ４．募集人数 20 名 
   ※配役は、事務局で決定します。 
   ※応募者多数の場合は抽選を行います。 
 
 ５．応募資格 

①16 歳以上 
②身長 160ｃｍ以上 
③第６回世界のウチナーンチュ大会の海外参加者 

 
 ６．申込方法  

「琉球王朝絵巻行列申込書」を記入の上、メール、FAX または郵送で提出。 
 
 7．申込期限  

平成 28 年 9 月 21 日（水）  
 
 ８．申込先   

第６回世界のウチナーンチュ大会事務局 イベント班（沖縄県那覇市泉崎 1-2-2） 
E-mail:wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp 
TEL:098-866-8060 FAX:098-866-2622 
 

 ９．留意事項 
    当日の詳しい日程や注意事項については、参加を受理された方へ、メール等でご

案内致します。 

平成 28 年度首里城祭「琉球王朝絵巻行列」 

第６回世界のウチナーンチュ大会海外参加者向け 

募集要項 



To WUF  Executive Committee Secretariat
（FAX 81-98-866-2622）

住所 Address 住所 Address

電話 TEL 電話 TEL

E-mail E-mail 

FAX FAX

FAX　 81-98-866-2622

E-mail

TEL　

応募資格

①16歳以上、②身長160㎝以上、③第６回世界のウチナーンチュ大会の海外参加者

※各項目は、行列参加に必要な情報ですので必ずご記入下さい。

※当日の詳しい日程や注意事項については、参加を受理された方へ、メール等でご案内致します。

Shurijo castel Festival ”Ryukyu Dynasty Parade”  Participant Application 
For The ６th Worldwide Uchinanchu Festival Overseas Participants 

申込日　Date of apply

◇住所　Adress

2016/     /

◇氏名 Name

◇性別　Male/Female◇年齢　Age

For questions,contact Erina Yoshida,The 6th WUF
Executive Committee Secretariat　Event　Division

提出先（第６回世界のウチナーンチュ大会事務局　イベ
ント班　吉田）

81-98-866-8060

出発時間予定/ Starting time: 12:30

集合時間予定 /Time of Assembly ：8:30

集合場所予定：開南小学校(那覇市泉崎1-1-6) /
Assembly: Kainan Elementrary School(1-1-6, Izumizaki,
Naha city)

wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp

平成28年度首里城祭「琉球王朝絵巻行列」参加申込書
～第６回世界のウチナーンチュ大会海外参加者向け～

日時：10月30日（日） /Date: Oct 30 (Sun)

申込期限→９月21日 《Application deadline:September 21st》

◇沖縄での連絡先  Contact info during stay in Okinawa◇連絡先　Contact information

◇言語　Language ◇沖縄入り予定 Scheduled date of arrival in Okinawa

2016/            /     

              month          day



 
 
 １０月２９日（日）に行われる「琉球王朝絵巻行列」の参加者を一般公募します。沖縄

だおの歴史・伝統・芸能に触れる絶好の機会です。奮ってご応募下さい。 
 

 
 

「万国津梁の灯火」に使用するあかり絵を作成して、 
夜の首里城公園をあなたのイラストで彩ってみませんか。 

 
１． 日 程     

平成 28 年 10 月 29 日（土）、30 日(日) 17：00～21：00 
         
２． 場 所   

首里城公園内 
 
３．テーマ  

沖縄やウチナーンチュに向けて、自由にイラストやメッセージをお送り下さい。 
 
４． 応募方法  

専用フォーマットにイラストを描いて、下記応募アドレスまで送付下さい。デジタル

データ、手描きどちらでもかまいませんが、手描きの場合はスキャンして画像化してく

ださい。デジタル、手描きとも、画像形式は JPEG、GIF どちらとも可(ただしデータサ

イズ２MB まで)。 
 

５．募集期間  
 平成 28 年 10 月 11 日（火）まで 

 
６．ご応募・お問い合わせ先 
  第６回世界のウチナーンチュ大会事務局あて 

E-mail：wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp  
（TEL：81-98-866-8060 FAX：81-98-866-2622 

 

平成 28 年度 首里城祭「万国津梁の灯火」 

第６回世界のウチナーンチュ大会参加者  

あかり絵募集要項 





LOVE

OKINAWA

Example
Taro Shurijo Brasil 



 

 

    第６回世界のウチナーンチュ大会 「連携イベント」観覧申込書 

 
 

 

 

 

 

  代表者氏名                                   

 

 

  人   数                 名 

 

 在住国／地域 

 

 住   所                                           
 

 電   話 

 

 FAX 

 

 メールアドレス                                  
 

                                

 プログラム 日 時 申込人数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

琉球の風－琉球クリエイティブと

琉球舞踊 

10/28 14:00～ 
 

                名 

10/28 19:00～ 
 

                名 

オキナワ・ラティーナ in ウチナ

ーンチュ大会 
10/28 19:00～ 

 

                名 

国立劇場おきなわ 企画公演 

我らが住むは五大州Ⅱ 

10/29 14:00～ 
 

        名 

10/30 14:00～ 
 

        名 

 

※ 上記のイベントは有料です。イベント当日に窓口でお支払い下さい。金額等の詳細については

、別紙「連携イベント一覧」をご確認下さい。 

※ 優先して席を確保するため、イベント当日必ずお越しいただける方のみお申し込み下さい。 

※ 定員に達した場合、ご希望の席数を確保できない場合がございますのでご了承下さい。 

 

  通  信  欄                                                                   
   

 

    申し込み先    第６回世界のウチナーンチュ大会実行委員会事務局 

                      メール：「 wuf2016event@pref.okinawa.lg.jp 」 

              ＦＡＸ：「 ＋81-98-866-2622  」 

 

締切：2016.09.14 



連携イベント一覧
(事前申込、チケット購入が必要なもの)

No イベント名 日時 場所 主催団体名 イベント内容
入場料
参加料

申込方法 TEL FAX メール リンク

1
琉球の風－琉球クリエ
イティブと琉球舞踊

１０月２８日（金）
１４:００～
１９:００～

てんぶす那覇 琉球新報社
西洋で生まれたバレエに琉球音楽
に振付けた「創作琉球クリエイティ
ブ」と琉球舞踊のステージ

3,500円（当日）
3,000円（前売り）

チケット購入
（当日／プレイガ
イドで事前購入）

098-865-5255 098-868-6065
rituko@pen.ryuky
ushimpo.co.jp

2
オキナワ・ラティーナ in
ウチナーンチュ大会

１０月２８日（金）
１９：００～２１：３０

沖縄コンベンショ
ンセンター劇場棟

OKINAWA
LATINA

アルベルト城間プロデュースによる、
世界の“沖縄とラテン”を愛するアー
ティストが大集結。一部は、キューバ
へ移民した海人がテーマの音楽劇。
二部は音楽ライブ。

S席3,500円 Ａ席
3,000円 B席2,000
円　立ち見 1,500
円（小学生～高校
生S席2,500円　Ａ
席1,500円 B席
1,000円）

チケット購入
（プレイガイドで事
前購入）

080-1767-6000 なし
okinawalatina201
5@gmail.com

http://www.okina
walatina.com

3
国立劇場おきなわ　企
画公演
我らが住むは五大州Ⅱ

１０月２９日（土）
１４：００～
１０月３０日（日）
１４：００～

国立劇場おきな
わ大劇場

（公財）国立劇場
おきなわ運営財
団

世界中で活躍する沖縄芸能の実演
家、芸能団体が一堂に会し、各国で
はぐくまれてきた沖縄の音楽、舞踊
を披露

3,100円
（各種割引有）

チケット購入 098-871-3350 098-871-3321
http://www.nt-
okinawa.or.jp

4
「伝統組踊×現代版組
踊」～伝統と未来

１０月２９日（土）
１４:００～１６:３０
１８:００～２０:３０

沖縄コンベンショ
ンセンター劇場棟

(一社)伝統芸能
保存会
あまわり浪漫の
会

第一部「護佐丸敵討」　第二部「肝高
の阿麻和利」
沖縄の誇る「伝統組踊」と、次世代を
担う中高生で演じられる「現代版組
踊」の史上初、同時上演

S席4,000円 Ａ席
3,000円 B席2,000
円
当日券500円増、
未就学児膝上無
料

チケット購入
（当日／電話もし
くはWebで事前予
約）

098-978-0608 098-978-9750
amawari-
roman@woody.oc
n.ne.jp

http://www.amaw
ari.com

Web予約
https://www.gen
daibankumiodori.c
om/

5

OKINAWA - Back to
1966  神の島・久高島
の祭祀「イザイホウ」上
映×講演/クロストーク

１０月２２日（土）
沖縄県立博物
館・美術館　3F講
堂

株式会社海燕社
神の島・久高島の祭祀「イザイホウ」
のドキュメンタリー映画「日本語版」
「英語字幕版」の2本立上映。

当日：2,000円
1,500円
当日：2,000円

電話/FAX/メー
ル

098-850-8485 098-851-3553 mail@kaiensha.jp
http://www.kaien
sha.jp

6
第２回沖縄拳法空手道
古武道国際セミナー

１０月２９日(土）、
３０日（日）
１３:００～１６:００

宜野湾市勤労者
体育センター

沖縄拳法空手道
協会

沖縄空手古武道を共に学び国際交
流、各流派の交流およびスキルアッ
プを図る。

小中学生：3,000円
高校生以上：5,000
円

沖縄拳法セミ
ナーのHPより申
込

090-1947-8152
喜屋武　徹

098-958-4635
big-
dog12@ezweb.ne.j
p

http://www.kenp
oseminar.com/inf
o-jp

7

世界のウチナーン
チュ・ナースディ「世界
をつなぐナーシング・ス
ピリッツ～ウチナーン
チュ・ナースからのメッ
セージ～」

１０月２９日（土）
１０：００～１６:００

沖縄県立看護大
学

世界のウチナー
ンチュ・ナース
ディ実行委員会

午前中：世界で活躍するウチナーン
チュ・ナースの基調講演。
午後：食事交流会、ウチナーンチュ・
ナースを囲んでのディスカッション。

無料 TEL/FAX/メール 098-833-8800 098-833-5133
w-un@okinawa-
nurs.ac.jp

http://www.okinaw
a-
nurs.ac.jp/c1/kyoui
n/r_tamaki/world-
uchinanchu-
nursesday.htm
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連携イベント一覧
(事前申込、チケット購入が必要なもの)

No イベント名 日時 場所 主催団体名 イベント内容
入場料
参加料

申込方法 TEL FAX メール リンク

8
「命どぅ宝」と「平和の
礎」を世界へ伝えよう

①１０月２８日（金）
１３:００～１６:３０
②１０月２９日（土）
１２:３０～１７:００

①沖縄県青年会
館
②平和祈念資料
館　平和の礎

「命どぅ宝を継承
し、平和の礎を創
設した沖縄の人
びとにノーベル平
和賞を！」実行委
員会

①沖縄戦体験者の講演　映画上映
とスライドショー
②平和祈念資料館と平和の礎見学
後、平和宣言の発信

無料 メール 070-5482-2700 098-945-8574
chiemiyagi8@gmai
l.com

http://www.nobel
prize4okinawa.wix
.com/ryukyu-
islands

9
還暦軟式野球
世界のウチナーンチュ
交流大会

１０月２８日（金）
１０：００～１５：００

奥武山公園 多目
的広場

沖縄県還暦軟式
野球　協議会

還暦を過ぎた世界のウチナーンチュ
による還暦野球の交流試合。海外
参加者は50代でも歓迎。

無料 メール 090-3790-0027
tyukan-n@at.au-

hikari.ne.jp

10
シニアサッカー南米・沖
縄親善交流大会

１０月２９日（土）
９:００～１５:００

金武町フットボー
ルセンター

沖縄県シニアサッ
カー連盟

南米のウチナーンチュとシニアサッ
カーを通した交流

無料 メール 080-6495-0933 　なし
maeshiro@edu.u-
ryukyu.ac.jp

http://okinawase
nior.main.jp

11

グラスボートでの大浦
湾・縄文アオサンゴ見
学と地域住民との交流
会

１０月２８日（金）
９：００～１７：００

名護市東海岸大
浦湾、瀬嵩区

じゅごんの里
提携：名護市

グラスボートに乗船し、大浦湾の自
然見学および地元住民とのランチ交
流会。その後、名護市交流イベント
に参加。

無料 FAX/メール 0980-55-8587 0980-55-8587
ourawan_dugongs
@aqua.plala.or.jp

www.dugongnosat
o.jp

※チケットの代金につきましては、当日イベント窓口でお支払い下さい。

 ※一部、海外参加者向けの優待価格を検討しております。詳細は追ってご連絡致します。

 ※上記以外の連携イベントにつきましては、大会ホームページをご確認下さい。

※１～３のイベントについては、別添申込書にて事務局までお申し込み下さい（イベントは有料です）。
　 それ以外のイベントは直接主催者へお申し込み下さい。
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