● 北 中 城 村 ゆるキャラ が 案 内 する 北 中 城 村 観 光 ガ イドブック。

キャラ探ガイドブック
まーい
ぺーちん

ゆくりん

Let’s Sing

おい
ーっ
す!
!
おいらオ
ススメ中
城城跡は
世界遺産なんだぜ！

史跡
を巡る

悠久の歴史を体験！
ロマンあふれる世界遺産

「中城城」と書いて、「なかぐすく
じょう」。読み方は少しややこしい

けど、北中城村が誇る世界遺産。600
年以上も前に建てられたという石造

りの遺跡は、歴史ロマンたっぷり！
眺めもバツグンで、城の石垣から沖

縄の青い海と緑の大地を360度見渡せ
るのも魅力。

す !!
感動ーっ 〜
ね
ス
いっ
はすご
人
の
昔
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Let’s Sing
アーサがゆれてる

KI TANA K A G US UK U

真冬のひまわり

K IT A N A K A G U S U K U

父ちゃんも

❶沖縄の伝統的な住宅の特色をすべて備えた中村家住宅。風通しのよい木造の
住宅内部は、ヒンヤリ涼しく休憩にもピッタリ♪
る台所

❷昔の生活の様子を感じさせ

❸赤瓦の上にシーサー。沖縄ならではの風景もバッチリ楽しめます

❹ヒンプンと呼ばれる石垣の”目隠し”を越えると、昔の沖縄にタイムスリップ！
❸

❶

DATA
中村家住宅
❹

❷

map/p.03 C-4
( ナカムラケジュウタク )

北中城村大城 106 ｜ 098-935-3500
9:00〜17:30 ｜年中無休
大 人500円、中 高 生300円、小 学 生200円。
小学生未満は無料。見学後、お茶とお菓子の
サービスあり。住 宅そば のお み やげ 品 店で
は、黒 糖 ぜ ん ざ い(350円）、も ず くうど ん
（550円）も提供。

これ
は
絶景
だぜ！
DATA
中城城跡 ( ナカグスクジョウアト )

map/p.03 C-4

北中城村大城 503 ｜ 098-935-5719
8:30〜17:00（5〜9 月は 18:00 まで）｜年中無休
大人400円（団体300円）、中高生300円（団体200円）、小学生
200円（団体100円）。保護者同伴の小学生未満は無料。希望日
の１週間前までに申し込めばボランティアガイド「グスクの会」
による無料案内も利用できる。
（案内時間の目安は1時間）
中城城跡共同管理協議会

※団体扱いは20名以上
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母ちゃんも

愛があふれてる

北中城！！！

太陽（てぃだ）ぬ恵み

海の恵 み

すべて抱 きし め て ～

中城湾に面した北中城村には、高台から海を見渡せる絶景レストランが数多くあります。
青い海と広い空、北中城の自然、歴史、文化が織りなす眺望が目の前に広がる癒し空間で、
新鮮食材をふんだんに使った料理をお楽しみください。

村の

レストラン
Restaurant

まーい
だよー
(♪
オシャレな北中
城村のレストラ
ンを
回ってみてね！

写真上／創業当時から大人気の「エッグベネ

map/p.03 D-2

DATA

ディクト」
（ 1080円）。ホットコーヒーorアイス

ローズガーデン

ティー付き 写真中央右／スフレとベイクドが
ひとつになり、両方のおいしさを楽しめるしっと

北中城村屋宜原165-1 ｜ 098-932-2800
8：00〜24：00（L.O.23:45）｜ 年中無休

りとした食 感 の「スプリームチーズケーキ」
（420円、1ホールL3150円・S1600円）

外国人客も多く、異国情緒あふれる老舗。軽食から
アラカルト、コース料理まで、多国籍なメニューが
数多くそろっていて、厚切りベーコンやパンケーキ、
ス テ ー キ な ど、ボ リ ュ ー ム た っ ぷ り の ブ レ ッ ク
ファーストメニューが 19 時まで楽しめます。
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Let’s Sing
元気なハート

KI TANAKA G US UK U

情熱パッション

K ITAN A K A G U S U K U

おじちゃんも

もともとはパブラウンジで、お酒を飲んだ後に食べるステーキが好評
になり、今ではジャンボステーキの店としてお馴染み。一番人気は、約
350gの「エメラルド特製ジャンボステーキ」
（2150円）。魚料理やチャ
ンプルーなども人気で、遠くから足を運ぶ常連客もいるほどです。

DATA

map/p.03 C-1

パブラウンジ エメラルド
北中城村島袋311 ｜ 098-932-4263
10：00〜23：30（L.O.22：30）日曜11：00〜23：30（L.O.22：30）
正月・旧盆休

中城湾を見下ろす絶景レ
ストラン。本場イタリアの
素材を使い、薪窯で焼い
た「マルゲリータ」
（1500
円 ／ 税 別 ）などのナポリ
ピッツァや、
ランチタイムの
お得なパスタセットが人
気です。個室のキッズルー
ムや広い庭に面したペット
O K のガ ーデンテラス 席
は、予約必至の人気席。

DATA

map/p.03 D-2

トラットリア グランブルー
北中城村仲順522 ｜ 098-935-5910
ランチ11：00〜15：30（L.O.14：30）
ディナー17：30〜23：00（コースL.O.21：30、
アラカルトL.O.22：00）
年中無休

EMの健康食材と沖縄の
自然の恵みをふんだんに
取り入れた、身体に優しい
洋 風 創 作 料 理 が 並んだ
ビュッフェレストラン。直営
農場で育てたEM無農薬
野菜を使ったサラダバー
が好評で、特にホテル自慢
の 甘 み の 強 いトマトや
直営養鶏場の卵を使った
料理はリピート必至。

DATA

map/p.03 D-2

オールデイ・ダイニング カーサヴェルデ

にいちゃんも
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う〜
しそ
おい

おばちゃんも

北中城村喜舎場1478 EMウェルネスリゾート コスタビスタ沖縄 ホテル＆スパB1｜ 098-935-1500
モーニングビュッフェ7：00〜10：00（L.O.10：00）ランチビュッフェ11：30〜15：00（L.O.14：30）
ディナービュッフェ17：30〜22：00（L.O.21：30）｜ 年中無休

ねえちゃんも

僕も大好き！！！

沖縄独特の外国人住宅を改装したおしゃれなカフェが多くあり、地元の人
はも ちろ ん観光客で もに ぎわ っています。
自然の中に たた ずむ お店は つい つい時 間 を忘 れてしまいそうです。

外国人住宅
カフェ
カフェ

香菜のソースとマッシュポテトのサンド
（ドリンク付、
スープは+200円） 800円(税込)

な を
ャレ
オシ のカフェ
ね！
城村
北中 ってみて
回

map/p.03 D-3

DATA

PLOUGHMAN'S LUNCH BAKERY

「プラウマンズランチ」は、“農夫のラン
チ”として、イギリスで親しまれている人
気のワンプレートです。素朴で深みのあ

（プラウマンズ ランチ ベーカリー）

北中城村安谷屋 927-2 ｜ 098-979-9097
8:00 〜 16:00 ｜ 水曜休
北中城の丘を登ったところにある「外国人住宅」を改
装したお店。
オーナーのセンスが光る店内はとても
落ち着いた雰囲気。
こだわりのプレートやレーズン酵
母を使った身体にやさしいパンを提供しています。

る自慢のパンと、採れたて新鮮な野菜
に、おいしいこだわりチーズ。
海の見える小高い丘で、ゆったりとした
贅沢な時間を過ごせます。
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Let’s Sing
恋がはじまる

KITANAKA GUSUKU

想いは届くよ

KITANAKA GUSUKU

ぺーちんも

ゆくりんも

中・プロテイン ヘブン グリーンティー シェイク
（900円税込）
左・ディープフォレストマジック
（1000円税込）
右・ショコラオランジュ シェイク
（950円税込）

住 宅 街 に 佇 む “洋 食 カ

沖縄では珍しいローフード
とオーガニック食材を扱う

んに使った週替わりのラン

専 門 店＆カフェ。店 内 の

チプレートやビーフストロ

カウンターでは本格的な

ガノフは絶品。可愛らしい

スム ージ ー やジュース、

店内と心のこもった料理

旬の野菜や果物を使った

に思わず笑顔になってし

サラダやロースイーツが

まうお店です。

味わえます。

map/p.03 D-3

map/p.03 C-3

DATA
カフェ スバコ .

（カルマオーガニクス）

北中城村安谷屋 1468-4 2F ｜ 098-989-4861
11:00〜17:00 ｜ 木〜土曜休

北中城村仲順264-4 No.69 ｜ 098-989-6282
ランチ11：30〜16：00（L.O.15：00）
ディナー18：00〜22：00（L.O.21：00）｜ 月・火曜休

どの
お店
も
いい
雰囲
気！

ベトナムフォー 1100円（税込）

広々とした店内には、様々

隠 れ 家 的 癒し の 空 間。

なコンセプトのインテリア

県産食材を使った本格的

が並び、昼と夜では雰囲

なベトナムフォーやスパイ

気がガラリと変わります。

シーカレーのほか、季節の

定期的に替わるメニュー

果物を取り入れ、飲みやす

は新鮮野菜やこだわり食

く仕 上 げ た 自 家 製 酵 素

材を使い、ヘルシーでもボ

ジュースがオススメ。

リュームは満点。

map/p.03 C-2

北中城村渡口953 ｜ 098-935-0039
月〜金11:30〜17：30（L.O.16:30）
土・日・祝祭日11:00〜17：30（L.O.16:30）｜ 無休

map/p.03 C-1

DATA
jijiCAFE

（ジジカフェ）

北中城村島袋 1422-3 ｜ 098-987-7515
日〜水曜 11:30 〜 23:00(L.O.22:00)
金土、祝祭日の前日 11:30 〜 24:00(LO23:00) ｜ 木曜休

太陽（てぃだ）ぬ恵み

（カフェ グリーン グリーン）

みんな大好き！！！

cafe GREEN GREEN

ぼくも

DATA

海の恵み

すべて抱きしめて～
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タンドリーチキン 1150円(税込)

色鮮やかな緑に囲まれた

まーいも

DATA
KARMA ORGANICS

ビーフストロガノフ 1100円（税込）

フェ”。県産食材をふんだ

地元の人御用達のお店は人間味溢れる人たちでいっぱい。
やさしい味の料理と人柄が人気のひみつ。お腹と心も満たされます。

村で
ゆんたく
Yuntaku

アーサそば 1180円（税込）

ゆくり
んだよ
ー (♪
オススメのゆん
たくスポットを
紹介するね！

map/p.03 C-4

DATA

店主の島袋さんは、朗らかで人間味溢れる北中城の
お母さん的存在。
店内は島袋さんを訪ねてやって来

峠の茶屋（トウゲノチャヤ）

る地元客で賑わっています。
やさしい味のお料理と

北中城村大城170 ｜ 098-935-3718
11:30 〜 15:00
月曜・旧盆・正月 休

島袋さんの人柄に触れていると、リピーターが多い
ことにも納得。何度も足を運びたくなってしまう
お店です。

沖縄県知事認定の「おきなわ食材の店」
。北中城のアーサをたっぷ
り使ったアーサそばと、トロトロに煮込まれたてびちが人気。他に
も煮付けやハンバーグなど、お年寄りから子供にまで喜ばれる
家庭料理が揃っています。
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Let’s Sing
愛される村

KITANAKA GUSUKU

みんなが主役だ

KITANAKA GUSUKU

じいちゃんも

観光名所からほど近く、観光客や地元客で賑わう沖縄そば屋
です。居酒屋として営業していた店内は広々として開放感があ
ります。北中城産のアーサと、伝統ある繁多川豆腐を使ったゆ
しどうふがどっさり入ったゆしアーサそばは、あっさりした味わ
いで女性に人気。すぐに売り切れてしまうという本ソーキ、ナン
コツ、三枚肉が入った護佐丸そば（800 円）
もオススメです。

DATA

map/p.03
C-4
map/p00A-1

すーじぐゎーのそば屋
さーふーふー
北中城村大城 150
098-935-5376
11:30 〜 15:00
(L.O.14:30)
火曜休
ゆしアーサそば 大700円（税込）

木の香りが漂うシックな作りの店内は、長居してしまいそうな
落ち着いた雰囲気。肉と魚の二種類から選べる日替わりランチ
は、ボリューム満点で男性にもオススメ。
プラス 150 円で手作り
スイーツを付けることができます。長時間煮込んだデミグラス
ソースたっぷりのオムライスも人気の一品。手間暇かけて作ら
れた料理と居心地の良い空間にお腹も心も満たされます。

DATA

map/p.03 C-3

カフェ ナトゥーラ
北中城村仲順 209-12
098-935-1216
ランチタイム
11:30 〜 15:00
コーヒータイム
15:00 〜 16:00
月・火曜休
日替わりランチ 1100円（税込）

沖縄で昔から愛されているジャーマンケーキが人気です。
『懐か
しくて新しい』をコンセプトに、フランス菓子の技法を取り入れ、
オリジナルの新しいジャーマンに仕上げています。4 種類の味が
選べ、カフェタイムやお土産にもピッタリ。味が 10 種類と豊富な
こだわりプリン、クプリン
（290 円〜）
もオススメ。経営されている
ご夫婦の優しい人柄も人気の秘密です。

DATA

map/p.03 C-1

スウィート菓子＆
プチカフェ クプル

（スウィートガシアンドプチカフェクプル）

北中城村島袋 314
098-932-1452
11:00 〜 21:00
水曜・第 4 日曜休
（左）
クプリン 290円（税込）
（右）
ライカムジャーマン 1500円（税込）
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ばあちゃんも

笑顔あふれてる

北中城！

おい
しそ
うな
お菓
子が
たく
さん
！

創業42年の老舗菓子店。沖縄土産としてお馴
染みのちんすこうに楽しいアレンジを加えたオ
リジナルちんすこうは、大人買いする外国人客
もいるほど好評です。定番のプレーン味の他、
黒糖・紅芋・パイン・チョコレート・ココナツ味、
きなこをまぶした新商品「きなこの恋」は今ま
でとはひと味違う新感覚のちんすこうで、女性
客に人気。県内のお土産品店やスーパー、空
港売店でも販売しています。

map/p.03 D-3
DATA
有限会社 名嘉真製菓本舗 （ユウゲンガイシャ ナカマセイカホンポ）
北中城村安谷屋 1527 ｜ 098-935-4528
9：00 〜 18：00 ｜ 日曜休み

村の手土産

！
が
力
るよ
魅
て
の
まっ
城
中
い詰
北
ぱ
いっ

北中城村の定番お土産はコレ！
みんなに喜ばれる人気商品がいっぱい

世界遺産・中城城跡を見学した後にちょっと立ち寄って、北中城村ならで
はのお土産はいかが。北中城村の特産品を生かしたおいしい手土産は、

present

子どもから年配の方まで喜んでもらえるおすすめ商品ばかりです。

北中城村の特産物、
アーサをペースト状にして練り込ん
だ皮のもちもち食感が人気の「城まんじゅう」。
アーサ、
ご
ま、あずきの3種類あり
（各120円）、一日300〜350個も
売れるほど大人気！

注文を受けてから蒸す熱々のまん

じゅうを包んだ月桃（サンニン）の香りが爽やか。昆布だ
しのすし酢で作った酢飯にアーサを混ぜ、
さっぱりとした
味わいの「アーサいなり」
（3個300円／5個450円）は、
ちょっと小腹が空いた時にもぴったりです。

DATA
城まんじゅう （グスクマンジュウ）

map/p.03 C-3

北中城村仲順230 ｜ 098-935-3964
10：00〜18：00（売切次第終了）｜ 正月、旧盆明け休み
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Let’s Sing
夢があふれる

KITANAKA GUSUKU

未来へ届くよ

KITANAKA GUSUKU

ぺーちんも

DATA
佐敷中城漁業協同組合 北中城支所

（サシキナカグスクギョギョウキョウドウクミアイ キタナカグスクシショ）

北中城村熱田 2070-7 ｜ 098-935-4955

アーサ

アーサ（ヒトエグサ）の拠点産
地に認定されている北中城村

村の

は、生産量県内一！ミネラル
たっぷりの「乾燥アーサ」の
他、
「琉球アーサスープ」
「アー
サ茶漬け」
「アーサふりかけ」、
ヒラヤーチーの素「アーサの
粉太郎」
は、
お土産にもぴった
りです。

収穫

harvest

海の幸、山の幸が豊富な北中城村
旬の味覚を生かした特産品が勢ぞろい
農業や水産業など、さまざまなシーンで北中城村の産業を盛り立てています。
豊かな自然に育まれた特産品を生かした加工品は、村内直売所やスーパーなど
で販売されています。ぜひ手に取ってみてください。
map/p.02 B-3
DATA
北中城村アンテナショップ「しおさい市場」
（キタナカグスクソンサンヒンアンテナショップ シオサイイチバ）

沖縄県中頭郡北中城村字熱田 2070-7｜098-989-3011
定休日：火曜、
ウークイ、12 月 30 日〜 1 月 3 日

北中城村産品アンテナショップ「きた漁」に加え、敷地内にイベント等で使用
できるスペースを備えており、総称「しおさい市場」
として営業しています。
海の恵をたっぷり含んだアーサを加工したやさしい味のアーサスープ、
アーサ
ふりかけ、
アーサ茶漬けや村内農家が生産した新鮮な地産野菜、刺し身などを
購入することが出来ます。
12月末に行われる農水産物フェアーでは多くの出品者や観客で賑わいます。

パッション
フルーツ
北中城村のパッションフルーツは、爽やかな香り
と高い糖度、ほどよい酸味が特徴です。
平 成 2 0 年 には、村 果 樹 生 産 部 会 パッション
フル ーツ生 産 部 が 表 彰され た 他 、村 内 農 家
が 第 8 回 沖 縄 県 果 樹 品 評 会で最 優 秀 賞に選
ば れ 、特 別 賞として内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局
長賞が授与されました。

ゆくりんも

まーいも

ぼくも

みんな大好き！！！
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古き北中城
の面影
Vestige

北中城村には「ライカム」と呼ばれるエリアがあります。名前の由来は、

かつて米軍の陸軍司令部があったことから。RYUKYU COMMANDが省略されて
RYCOM＝ライカムというわけ。周辺には黄金期のアメリカ文化の面影が今も残っています。
アメリカ統治下の 1967 年から営業

map/p.03 D-2

DATA

を続けるホテル。当時のまま残され

ホテルライカム

たアメリカン・レトロなインテリア
は、昔 の 映 画 の 中 に 入 り 込 ん だ よ
われるのだとか。ピンクに塗られた

北中城村屋宜原 545 ｜ 098-933-2888
チェックイン 18:00
チェックアウト 翌 12:00

壁も、ノスタルジックな味わいが。

宿泊は素泊まりのみ。2階はシングルルーム１

う！雑誌や写真集のロケにもよく使

泊3500円、3階は1泊4000円。写真左のダブル
ルームは1泊8000円。1室分の料金で2人まで宿
泊可。3人の場合は、1泊6000円の3人部屋も利
用できる。チェックアウトが12:00と遅めなので、
のんびり過ごせる。
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Let’s Sing
【イントロ】エイサー大好き

が
リカって感じ
古き良きアメ
いいよな！

K ITAN AK A G US UK U

しっくいシーサー

K I T A N A K A GUSUKU

ランチ 750円（税込）

てびちの煮付

map/p.03 C-3

DATA
食堂喜納島

( ショクドウキナシマ )

北中城村字仲順 232
098-935-3468
11:00 〜 18:00 ｜ 日曜休

沖縄のおふくろの味が楽しめる、地元の人行きつけ

750円（税込）

どれも
おいし
そう〜！

の店。沖縄家庭料理、沖縄でよく食べられている
コラーゲンたっぷりの「てびちの煮付」はもちろん、
ボリューム満点の「ランチ」も地元の食堂ならでは！

れ〜！
おしゃ

「エンダー」の愛称で親しまれるA&W。日本では
沖縄にだけ展開するアメリカンスタイルのファ
ストフードレストラン。屋宜原店は、1 9 6 3 年に
オープンしたその１号店。ハンバーガーと一緒
に、名物のルートビアを楽しんで。

map/p.03 D-2

DATA
A&W 屋宜原店

( エイアンドダブリュ ヤギバルテン )

北中城村屋宜原 700
098-933-1479
24 時間営業 ｜ 年中無休

The A&Wバーガー 600円（税込）
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じいちゃんも

ばあちゃんも

笑顔あふれてる

北中城！！！

色とりどりの花がお出迎え
北中城村の自然を満喫！
温暖な気候の北中城村は、一年を通して
さまざまな花々が咲き誇ります。村のシン
ボルであるランやブーゲンビレアは、村内
の沿道や住宅の垣根などにも植えられて
おり、道行く人の目を楽しませてくれます。

花のある
風景
Landscape
with ﬂowers

やかな
色あざ
て
まれ 〜！
に囲
せ
わ
花々
しあ

DATA
ひまわり IN 北中城 （ヒマワリインキタナカグスク）
しおさい公苑の近く
北中城村熱田 2070-16 の近く
毎年 1 月中旬ごろ〜 2 月初旬ごろ
080-3344-8592
（北中城村役場 企画振興課 地域振興係）

ひまわり［1月中旬〜2月上旬］
日本一早いひまわり祭り！約1万㎡の広大な畑に40万本ものひまわりが咲き誇ります。
真冬に大輪の花を咲かせるひまわりは、撮影スポットとしても人気です。

ラン［通年］
北中城村の温暖な気候は、村の花・ランなどの
花き栽培に適しています。趣味や園芸農業が
盛んで、一年を通して、地域住民による栽培や
展示が行われています。
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Let’s Sing
アーサがゆれてる

KI TANA K A G US UK U

真冬のひまわり

K IT A N A K A G U S U K U

父ちゃんも

ブーゲンビレア［通年］

北中城村の花木・ブーゲンビレア。
「大城花咲爺会」など地域住民の手により、県道146号
（大城〜安谷屋）の沿道では一年を通して鮮やかなピンク色の花を咲かせていて、散歩
コースにもぴったりです。
ぜひ足を止めて、花を愛でてみてください。

寒緋桜
［1月下旬〜2月上旬］
北中城村の花見スポットは、石平地区の普天
間川沿い。420本の桜並木は、静かに流れる
川の音を聞きながら、ゆっくり散策するのが
おすすめです。沖縄ならではの色鮮やかな花
を咲かせる寒緋桜は、ひと足早い春の訪れを
感じさせてくれます。

ツワブキまつり
［12月下旬］
世界遺産・中城城跡は、県内でもツワブキの名所として
有名で、
まつりではさまさまなイベントが行われます。
世界に誇る石積み技術による城壁と高台からの眺望、
城内に咲き誇る黄色い花…。琉球王朝時代に想いを
馳せるひとときをお楽しみください。

DATA
中城城ツワブキまつり

（ナカグスクジョウツワブキマツリ）

中城城跡｜北中城村大城 503
毎年 12 月下旬｜098-935-5719
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中城城跡共同管理協議会

母ちゃんも

愛があふれてる

北中城！！！

太陽（てぃだ）ぬ恵み

海の恵 み

すべて抱 きし め て ～

青年エイサー
旧 盆 の 夜 、地 域 内を踊りな がら練り歩くエイサー。北 中 城 村
青年エイサーまつりでは、村内で活動する11の青年会が一堂に
会します。バチさばきや隊列でそれぞれの特徴を出し、地謡の
三 線と息を合わせながら、華 麗 な演 舞で 観客を魅了します。

D ATA
北中城村 青年エイサーまつり

（キタナカグスクソン セイネンエイサーマツリ）

村の

中城城跡 ｜ 北中城村大城503
8月下旬〜9月中旬 ｜ 毎年旧盆の後
098-935-2233(北中城村役場 企画振興課)
080-3344-8592(まつり専用携帯電話)

Culture
and
festivals

文化・祭り

エイサーの曲としてお馴染みの「仲順流り」発祥の地である仲順青年会や、
男女がペアになってフォークダンスのように踊る熱田青年会、パーランクー
を使って軽やかに舞い踊る和仁屋青年会など、その違いを楽しむのもツウ。

イー
ヤー
サー
サー
！

北中城村には、獅子舞や棒術など、古くから伝えられている多くの無形文化財や
エイサーがあります。今も守り伝えられる伝統芸能は、その時期だけしか見られ
ない貴重な文化・祭りです。代々受け継がれる芸能の技をぜひご堪能ください。

島袋赤木名節
琉球王朝時代から伝わる二才（にーせー）踊り。
首里の踊奉行から各地のシティ
（上手な人）が
習ってきたものだといわれています。
空手風の勇壮で活発な動きが特徴の赤木名節
ですが、今に伝わる地域は少なく、
その起源も定か
ではありません。

D ATA
北中城しおさいまつり

（キタナカグスシオサイマツリ）

しおさい公苑｜北中城村熱田2070-16
毎年11月中旬
098-935-2233(北中城村役場 企画振興課)
080-3344-8592(まつり専用携帯電話)
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Let’s Sing
元気なハート

KI TANAKA G US UK U

情熱パッション

K ITAN A K A G U S U K U

おじちゃんも

熱田の南島 (フェーヌシマ)
伝来時期は不明ですが、古くから熱田に伝わる伝
統芸能として、旧盆や生年祝いなどの行事の他、
北中城まつりでも披露されます。赤いカツラを
かぶり、金輪を付けた棒を持って跳ね踊ります。
口伝えされた地謡の唄う歌詞は、沖縄方言でも
中国語でもないといわれ、謎の多い伝統芸能で
もあります。

D ATA
北中城まつり（キタナカグスクマツリ）
しおさい公苑 ｜ 北中城村熱田2070-16
毎年11月中旬
098-935-2233(北中城村役場 企画振興課)
080-3344-8592(まつり専用携帯電話)

も
おいら
に
ょ
し
いっ
！
い
た
踊り

喜舎場の獅子舞 (キシャバノシシマイ)
獅子舞はあらゆる災厄を払い、五穀豊穣と村の
繁栄をもたらすと信じられ、古来より旧盆後の
旧 暦 7月1 7日に、遊び 庭 の 舞 台で 演じられて
きました。現在は、北中城村まつりでも披露され
ています。
ワークヤ−に誘われて三線の伴奏で
登場した獅子舞は、太鼓とドラの独特のリズム
に乗り、雄々しく舞い踊ります。

D ATA
北中城まつり（キタナカグスクマツリ）
しおさい公苑 ｜ 北中城村熱田2070-16
毎年11月中旬
098-935-2233(北中城村役場 企画振興課)
080-3344-8592(まつり専用携帯電話)

旗スガシー (ハタスガシー)
荻道・大城の両集落が共同で行う
県内でも珍しい祭事です。荻道は
「天下泰平遊楽」、大城は「飛龍昇
天」
と書かれた旗頭を先頭にして、
お 互 い の 集 落 内 の 聖 地 などを
巡拝しながら練り歩きます。その
後、両集落の境にある
「兄弟広場」
に集まり、1 人ずつ 代 表を出して
「兄弟棒」を演じます。

D ATA
旗スガシー（ハタスガシー）
北中城村荻道・大城集落内
毎年旧暦7月17日
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おばちゃんも

にいちゃんも

ねえちゃんも

僕も大好き！！！

Let’s Sing

Let’s Sing

広〜い
！

館内では、色鮮やかな熱帯魚が泳ぐ巨
大水槽がお出迎え♪座ってくつろげる
スペースもたっぷりあるので、沖縄な
らではのリゾートタイムをのんびり楽
し ん で。伝 統 芸 能 パ フ ォ ー マ ン ス や
ポップスのライブも 365 日毎日開催 !!

イオンモール
沖縄ライカム
沖縄ならではの
本格的リゾートモール

「イオンモール沖縄ライカム」は、県内最大規模を
誇る広い敷地に、約220の専門店が集まった注目の新
スポット。沖縄を体感できる仕掛けやイベントが詰まって
いるのも見どころ。１階の大空間では、熱帯魚が泳ぐ
巨 大 水 槽 が お 出 迎 え♪５ 階 吹 き 抜 け ス ペ ー ス に は、
座ってくつろげるシートもたっぷり。ゆったり流れる
時間の中、充実のグルメ＆ショッピングを楽しめます。
伝統芸能やポップスのライブも365日毎日開催。旅の
お手伝いサービスも行っているので、困ったことが
あったら「Rycom Welcome Station」を訪れてみて！

北中城村トラベルマート
北中城村の情報発信と特産
品を販売している観光案内
所です。
地元ならではの旬な情報と
特 別 な 商 品 で お 待ちして
おります。

DATA

きたポ
map/p03. D-1

イオンモール沖縄ライカム内店舗
営業時間：10:00 〜 22:00
定休日：無休
098-923-3601
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Let’s Sing
夢があふれる

KITANAKA GUSUKU

未来へ届くよ

KITANAKA GUSUKU

ぺーちんも

旅のお手伝いサービスも充実！
行きたい場所に迷ったり、やって
みたいことがあったら「Rycom
Welcome Station」を 訪 れ て み
て。観光コンシェルジュが手助け
してくれますよ。もちろん、旅の
おみやげ物も充実しています。

DATA

map/p03. D-1

北中城村アワセ土地区画
整理事業区域内 4 街区
Rycom Welcome Station では、レンタ
カーサービスや手荷物の一時預かり
サービス、空港やホテルへの配送サー
ビス、国内外への配送サービスも行っ
ています。

も
文化
琉球
体験できちゃう
すごいモールだぞ！

新スポットだ
城の
よ
北中
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ゆくりんも

まーいも

ぼくも

みんな大好き！！！

There are other events too!
그 밖에도 이런 이벤트도 있어요!
而且還有這些活動喔！

ムーンライトコンサート
梅雨が明ける６月下旬の満月のころに開かれる野外コンサート。
村内外のアーティストの演奏を無料で聴くことができます。
開催時期：毎年６月下旬、
梅雨明けの満月のころ
場所：未定 問い合わせ：大城公民館

Moonlight concert

This outdoor concert happens after the rainy season,
around mid-June, under the full moon. Enjoy a mixture of
local artists as well as those from afar, free of charge.
Dates: End of June, on the ﬁrst full moon after the rainy
season.
Location: TBA
Inquiries: Ogusuku City Hall

문라이트 콘서트
장마가 끝나는 6월 하순의 만월 무렵에 열리는 야외 콘서트.
기타나카구스쿠 내외의 아티스트의 연주를 무료로 들을 수가 있습니다.
개최 시기 : 매년 6월 하순, 장마가 끝나는 만월 무렵
장소 : 미정
문의 : 오구스쿠 공민관

月光音樂會
梅雨季節結束後的6月下旬滿月之時舉辦的露天音樂會。觀眾可以免費
欣賞到村內外藝術家們所帶來的精彩表演。
舉辦時期：每年6月下旬、梅雨季節結束後的滿月之時
地點：未定
洽詢：大城公民館

各集落のイベント

北中城まつり

Organized by each village

北中城村最大のイベント。伝統芸能、MUSICフェス、
ダンスなど
様々なプログラムが堪能できるお祭りです。
日時：11月中旬
場所：しおさい公苑

Kitanakagusuku Festival

This traditional arts and music festival is Kitanakagusukuʼs biggest event. Donʼt miss the local specialties
as well as the international food booths.
Dates: Around November each year
Location: 2070-16 Atsuta, Kitanakagusuku Village
Near Shiosai Park (next to the Pref. Kitanakagusuku
Apt. Complex)

기타나카구스쿠 축제
전통 예능이나 MUSIC 페스티벌로 활기가 넘치는
기타나카구스쿠촌의 대형 이벤트. 특산품이나 다국적 요리
부스도 놓칠 수 없는 곳입니다.
개최 시기 : 매년 11월경
장소 : 기타나카구스쿠촌 아츠타 2070-16 부근
「시오사이 공원」(현영 기타나카구스쿠 단지 옆) 근처

北中城祭
北中城村的一大盛事，屆時會有傳統藝能表演和音樂節活
動等，氣氛熱鬧非凡。各種地方特產及各國料理的攤販也絕
不容錯過。
舉辦時期：每年11月左右
地點：北中城村熱田2070-16附近
「潮騷公苑」（縣營北中城國宅旁）附近
!
p by
Sto
자!
가보
！
看吧
去看

熱田

・1月／カーウビー（カー御願）
・3月／じゃがいもスープ大会
・8月／熱田綱引き、熱田写生大会
・9月／熱田まつり

安谷屋 ・11月／歩け歩け大会
・12月／イームイ公園イルミネーション
大城

・11月／大城スージグヮー週末美術館
・11月／大城ムーンライトコンサート

島袋

・10月／しまぶく祭り
・12月／公民館まつり・ダンスパーティー

荻道

・8月／テークトゥールー道じゅねー
・11月／荻道総合展示即売階
・11月／（秋の総合展示会）綱引き

美崎

・12月／キャンドルナイト

団地

・7月／七夕まつり

渡口

・7月／しまくとぅば語やびら大会
・9月／渡口夏まつり

喜舎場 ・8月／サマーコンサート
仲順

・8月／仲順夏祭り

屋宜原 ・8月／屋宜原エイサー祭り
和仁屋 ・5月／漆喰シーサー・和仁屋公民館まつり
石平

・1月／桜祭り

瑞慶覧 ・8月／瑞慶覧祭り
*Event dates and details may change. Please inquire for details.
※이벤트의 일정, 내용은 변경되는 경우가 있습니다. 자세한 것은 문의해 주십시오.
※活動的日程和內容可能會有變動。詳情歡迎洽詢。

北中城

Kitanakagusuku
Village
Events Calendar
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We

ひまわりIN北中城
日本で一番早い
「ひまわり」
のお祭りです。
約10,000㎡の畑に“真
冬”の
「ひまわり」
が花を咲かせています！！
日時：1月下旬〜2月中旬
場所：沖縄県北中城村字熱田２０７０−１６近く
「しおさい公苑」
（県営北中城団地横） 近く

Sunﬂowers in Kitanakagusuku

This is the earliest sunﬂower festival in Japan. In a
ﬁeld about 100,000 square meters, winter sunﬂowers
are in full bloom.
Dates: January-February each year (depending on
when the ﬂowers bloom)
Location: 2070-16 Atsuta, Kitanakagusuku Village
Near Shiosai Park (next to the Pref. Kitanakagusuku
Apt. Complex)

해바라기 in 기타나카구스쿠
일본에서 제일 빠른 「해바라기」 축제입니다. 약 1만
평방미터의 밭에 겨울 해바라기가 활짝 피어 있습니다.
개최 시기 : 매년 1~2월 무렵(해바라기의 개화 상황에 따른다)
장소 : 기타나카구스쿠촌 아츠타 2070-16 부근
「시오사이 공원」(현영 기타나카구스쿠 단지 옆) 근처

向日葵季in北中城
全日本最早的「向日葵」季。約1萬平方公尺的花田，冬天的
向日葵很有朝氣的盛開。
舉辦時期：每年1∼2月左右（根據向日葵的開花狀況）
地點：北中城村熱田2070-16附近
「潮騷公苑」（縣營北中城國宅旁）附近

北中城村青年エイサー祭り
世界遺産の中城城跡で村内の青年会や近隣市町村の青年会によ
るエイサー演舞が披露。
フィナーレを飾る花火も見どころ。
日時：8月下旬〜9月中旬
（毎年旧盆の後）
場所：中城城跡

Kitanakagusuku Village Youth Eisa
Festival (Okinawan dance)
In the Nakagusuku Castle Ruins World Heritage site,
the local youth perform Okinawaʼs majestic,
traditional ʻEisaʼ dance. You can also enjoy the
ﬁreworks ﬁnale.
Dates: End of August to mid-September
Location: Nakagusuku Castle Ruins, 503 Ogusuku,
Kitanakagusuku Village

기타나카구스쿠촌 청년 에이사 축제
세계유산인 나카구스쿠 성터에서 현지의 청년들이 오키나와의
전통 예능 「에이사」의 웅장한 연무를 피로. 피날레의
불꽃놀이도 볼거리.
개최 시기 : 매년 8월 하순~9월 중순
장소 : 기타나카구스쿠촌 오구스쿠 503 나카구스쿠 성터

北中城村青年eisa舞節
當地青年們在世界遺產中城城遺址為觀眾呈上雄壯威武的沖繩
傳統藝能「eisa」舞的表演。閉幕式時燃放的煙火也非常精彩。
舉辦時期：每年8月下旬∼9月中旬
地點：北中城村大城503 中城城遺址

*The dates for each event differ each year and the venues and content may also change. For details, please inquire with the
Kitanakagusuku Village Ofﬁce Planning and Promotion Division.
※각 이벤트의 개최 시기는 매년 다르고, 회장이나 내용이 변경될 가능성도 있습니다. 자세한 것은 기타나카구스쿠 촌사무소로 문의해 주십시오.
※各項活動的舉辦時期每年有所變動，會場及內容可能也會有所變動。詳情歡迎洽詢北中城村公所企劃振興課。

YURUCHARA

anime-style cartoon mascots
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Kita Pechin
おしゃべりで活発なムードメーカーな男の子

about

40
min.

A talkative fellow
말이 많고 활발한 사내 아이
喜歡說話、 非常活潑的男孩子

Kitanakagusuku
Village

Naha airport
那覇空港からのアクセス

●高速バス 111番→喜舎場（きしゃば）バス停下車
●レンタカー・乗用車 高速道路→那覇IC→北中城IC

Yogi

From Naha Airport
●Take highway bus #111 and disembark at the Kishaba stop
●By car, get on the freeway at the Naha IC and get oﬀ at the
Kitanakagusugu exit

I ll s
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most w you the
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tiful
sce n
ery

Naka Yukurin

나하 공항에서 오시는 길

安全第一
皆の平和は私が守る

●고속버스 111번을 타고, 기샤바(喜舎場) 버스정류장에서 하차
●렌터카나 승용차인 경우에는 고속도로의 나하 IC에서 기타나카구스쿠 IC로
Toguchi
Midori Park
●

�������

A girl who always does the right thing

��������������������������
�����自���������������������

정의감이 강한 여자 아이
有著強烈正義感的女孩子
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Waniya
● Shikkui Shisa Tsukuri-taiken

(Okinawan Lion statue-making activity)

●
Waniya
Branch
Post Oﬃce

If you wanna
to eat
know where
just ask me

Gusuku Mai
おっとり癒し系女の子

This girl does things her own way
마이 페이스인 여자 아이
非常自我的女孩子

国道

Shikkui Shisa Tsukuri-taiken
(Okinawan Lion statue-making activity)

329

What are village mascots?
Village mascots are called Yuru-characters in Japanese. The Yuru means the
mascots have a relaxed air about them.
Many other regions in Japan also have
Yuru-character mascots.
Kitanakagusuku Tourism Guidebook

Ploughmanʼs Lunch Bakery

Kitanakagusuku Village Oﬃce
Planning and Promotion Division Local Development Coordinator
〒901-2392 426-2 Kishaba, Kitanakagusugu Village, Okinawa
Phone: 098-935-2233 FAX: 098-935-3488
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●
Momoto Nursery School

Aeon Mall
Okinawa
RyCom

Welcome
!

Yagibaru Hospital
●

Okinawa Prefecture School
for the Deaf
●

Yagibaru

国道

330
Tsunagu Nursery School
●

Zukeran

85

RyCom Intersection

Aeon Mall Okinawa RyCom

The United States
Armed Forces
Marine Corps Facility
Kishaba Terrace Heights

Kitanakagusuku
Ayakarinomori
Library
●

EM Wellness Resort
Costa Vista
●

●

●

Kishaba
Kishaba Smart Nursery School Chunjun
●
Kitanakagusuku
Village
Oﬃce

Nakamurake
house
国道

Wakamatsu Park
●

330

81

81

●
Kitanakagusuku Jr. High School

81
146

● Ploughman s Lunch Bakery

29

Ogidokaizuka
●

Ogido

Togeno Chaya (teahouse)

Okinawa Saniku Elementary School
●

Kitanakagusuku

Onishi Terrace Golf Club
●

Nakamurake house ●

● Togeno Chaya

Onishi

●
Kitanakagusuku
Wakamatsu Hospital

146
Futenma
Driving School
●

Nakagusuku Castle Ruins

Nakagusuku Castle Ruins
●
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漆喰シーサー体験

Itʼs easy and fun
간단하고 즐거워요
簡單又開心哦

Shikkui Shisa Tsukuri-taiken
(Okinawan Lion statue-making activity)

Here you can make your own Shisa statue, the
Okinawan charm placed in doorways and at gates.
Open on the second Sunday of the month
(reservation required)

Goal!

회반죽 사자상 만들기 체험
집의 문이나 지붕에 놓는 오키나와의 액막이 상 「사자」를 직접
만들 수 있는 체험 강좌. 월 1회, 제2 일요일에 개최(예약 필요).
灰泥獅子製作體驗
，可以自己製作裝飾在家門或屋簷上的沖繩特色驅邪雕
像“獅子”雕像的體驗講座。每月舉辦1次，時間在第2
個星期天（需要預約）。

Waniya City Hall, 174 Waniya, Kitanakagusuku Village
9:00 am - 12:00 pm on the second Sunday of each month
Fee: JPY 1500-4000 Reservation required at least one week in advance
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기타나카구스쿠촌 와니야 174 와니야 공민관
매월 제2 일요일 9:00~12:00
참가비 1500엔~4000엔 정도 1주일 전까지 예약이 필요
北中城村和仁屋174 和仁屋公民館
毎月第2個星期天 9:00～12:00
參加費用 1500日圓～4000日圓左右
需要1週前預約

Try traditional foods
that are good for you
몸에 좋은 전통식을 맛보자

05

峠の茶屋

品嘗健康傳統料理

Togeno Chaya

고갯마루 찻집
오키나와의 전통적인 가정 요리를 맛볼 수
있는 식당. 돼지 다리를 삶은 「데비치」
요리, 해조류를 넉넉히 넣은 「오키나와
소바」를 추천.
峠茶屋
可以品嘗到沖繩傳統家常菜的餐廳。
推薦燉豬腳料理、含有豐富海藻的
「沖繩蕎麥麵」。

An exceptional view
전망 발군
景緻絕佳

170 Ogusuku, Kitanakagusuku Village
11:30 am - 9:00 pm
(until 6:00 pm on Sundays)
Closed during the Lunar Bon Festival
and from Dec. 31- Jan. 3

기타나카구스쿠촌 오구스쿠 170
11:30~21:00(일요일은 18:00까지)
백중날, 12/31~1/3은 휴일
北中城村大城170
11:30～21:00（星期天營業至18:00）
農曆盂蘭盆節、12/31～1/3休息
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Ploughman’s Lunch Bakery
A bakery atop a small hill with a view of the
ocean. Both breakfast and lunch are oﬀered
and the English farmerʼs dish ʻPloughmanʼs
Lunchʼ is a popular item.
플라우맨즈 런치 베이커리
바다가 보이는 작은 언덕에 있는 빵가게. 아침 식사와
점심 식사도 제공하고 있으며, 영국에서 농민들에게
친숙한 「플라우맨즈 런치」가 인기.

(teahouse)

This restaurant features Okinawaʼs
traditional home cooking. Enjoy
ʻTebichiʼ (boiled pigs feet) or
Okinawan soba, with lots of
seaweed.

プラウマンズ
ランチ
ベーカリー

荻道・大城

PLOUGHMANS LUNCH BAKERY
麵包店座落在可以看見大海的小高丘上。供應
早餐和午餐，在英国深受農民喜愛的
「PLOUGHMANS LUNCH」午餐很有人氣。
927-2 Adaniya, Kitanakagusuku Village, Okinawa
8:00 am - 4:00 pm (limited number of meals each day)
Breakfast: 8:00 am - 11:00 am Lunch: 10:00 am - 3:00 pm
Closed Wednesdays
http://ploughmans.net/

오키나와현 나카가미군 기타나카구스쿠촌 아다니야 927-2
8:00~16:00(품절되면 종료)
아침 식사 08:00~11:00 점심 식사 10:00~15:00
수요일은 정기휴일
沖繩縣中頭郡北中城村安谷屋927-2
8:00～16:00（售完為至）
早餐 08:00～11:00 午餐 10:00～15:00
固定星期三休息

Okido/Ogusuku Spring Group

There is a collection of eight natural springs along
prefectural road #146, next to the Nakamurake House. There
are also unique sculptures along the road, making it a nice
walking path.
오기도와 오구스쿠 용수군
나카무라 가문 저택 옆, 지방도로 146호를 따라 8개의 용수가 모이는
곳. 도로변에는 독특한 조각도 설치되어 있어 산책에 최적.
荻道．大城涌泉群
位於中村家住宅旁，沿著縣道146號有8處涌泉的聚集地。沿路還置有獨
具特色的雕刻，非常適合散步。
Ogusuku area in Kitanakagusuku Village, along prefectural road #146 Free entry
기타나카구스쿠촌 오구스쿠 지구 지방도로 146호 연도 견학 자유
北中城村大城地區 縣道146號沿線自由參觀

Find happiness while
walking along this road
행복한 기분이 될 수 있는 산책로
能夠感受到幸福的散步道
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선물 용품도 가득
各種伴手禮琳瑯滿目

イオンライカム
Aeon Mall Okinawa RyCom

The largest resort mall in the entire
prefecture, opened on April 25, 2015.
Besides food and shopping, you can also
experience Okinawaʼs unique culture here.
There are a number of tourist services,
including duty-free shopping.
이온 몰 오키나와 Rycom
2015년 4월 25일 개업, 현내 최대 규모의 리조트
몰. 먹거리＆쇼핑 외에 오키나와 특유의 문화에
접할 수 있다. 면세 서비스를 비롯해 외국인을 위한
관광 서비스도 완벽.
永旺購物中心冲繩RyCom
2015年4月25日開幕，沖繩縣內規模最大的購
物中心。在這裡，除了能享用美食和購物
外，還能接觸到沖繩的傳統文化。從免稅到
針對外國人的旅遊服務都非常完善。
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Kitanakagusuku Village Awase Land
DivisionBlock 4 in the Business District
기타나카구스쿠촌 아와세 토지 구획
정리 사업지구 내 4가구
北中城村AWASE土地規劃
整頓事業地街區

中村家住宅

http://okinawarycom-aeonmall.com/

Nakamurake House

Check out the tatami room
다다미 방을 체험
體驗榻榻米房間
This invaluable building includes all the special characteristics of
a traditional Okinawan house. It is also a designated important
cultural property by the Japanese government. You can go into
the tatami room and look around.
나카무라 가문 저택
전통적인 오키나와 주거 건축의 특색을 모두 갖춘 귀중한 건물. 일본의
중요문화재로 지정되었다. 다다미 방에 올라가 견학할 수 있다.
中村家住宅
兼具傳統沖繩住宅建築所有特色元素的珍貴建築。被指定為日本國
家重要文化遺產。還可以走入榻榻米的房間進行參觀。
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中城城跡
Nakagusuku Castle Ruins

These are the ruins of a stone castle constructed
during the Ryukyu Kingdom era in the second
half of the 14th Century. It was registered as a
World Heritage site in the year 2000. You can
enjoy the most beautiful scenery in Okinawa
from atop the small hill.

THE
WORLD
HERITAGE

나카구스쿠 성터
14세기 후반, 류큐 왕국 시대에 건조된 석조 성터. 2000
년에 세계유산에 등록되었다. 작은 언덕 위에서
오키나와에서 가장 아름다운 풍경을 즐길 수 있다.

106 Ogusuku, Kitanakagusuku Village
9:00 am - 5:30 pm
Open year-round
Entrance fee: Adults- JPY 500, Jr. High/High Sch.
Students- JPY 300, Elementary Sch. Students- JPY 200

기타나카구스쿠촌 오구스쿠 106
9:00~17:30 연중무휴
입장료 어른 500엔, 중고생 300엔, 초등학생 200엔
北中城村大城106
9:00～17:30 全年無休
門票 成人500日圓、國高中生300日圓、小學生200日圓
http://www.nakamura-ke.net

中城城遺址
建於14世紀後半琉球王國時代的石城遺址。2000年
被列入世界遺產。位於小高丘之上，還能欣賞到
沖繩最美麗的風景。
503 Ogusuku, Kitanakagusuku Village
8:30 am - 5:00 pm (until 6:00 pm from May to September)
Open year-round Entrance fee: Adults- JPY 400,
Jr. High/High Sch. Students- JPY 300, Elementary Sch. Students- JPY 200

기타나카구스쿠촌 오구스쿠 503
8:30~17:00(5~9월은 18:00까지) 연중무휴
입장료 어른 400엔, 중고생 300엔, 초등학생 200엔

北中城村大城503
8:30～17:00（5～9月營業至18:00） 全年無休
門票 成年人400日圓、國高中生300日圓、小學生200日圓
http://www.nakamura-ke.net
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A tourism guidebook hosted by the Kitanakagusuku Village Mascot

기타나카구스쿠촌 관광 가이드북
기타나카구스쿠촌 유루 캐릭터가 안내하는 기타나카구스쿠촌 관광 가이드북

北中城村觀光旅遊書
北中城村地方形象代言人偶帶您遊玩北中城村的觀光旅遊書

