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沖縄地方のお祭りのご紹介♪

はいた〜い(^^♪ 猛暑の夏も少しずつ暑さが和らぎ、クーラーのきいた室内から、外の爽やかな風
が心地よい季節になってまいりました。 今回のアテプリは沖縄の文化や歴史、行事などの ‟お祭り

特集 です！！ 今年、全国的には「富士山」の世界遺産登録が話題を集めましたが、沖縄には「首里
城」をはじめとする世界遺産が９ヶ所あり、琉球王朝祭りでは琉球絵巻をお楽しみ頂けます♪

☆沖縄の産業祭り☆
開催日：十月二十五日〜二十七日
午(前十時〜午後八時 )
場所：奥武山運動公園
沖縄最大級の総合産業展です︒
前回は二十三万千九百人もの来場
者数を誇る人気のお祭りです︒手
作り体験のイベント︑かまぼこや
蜂蜜の試食等沖縄の県産品をひと
つの場所で味わう事ができます︒
観 光でお 越し の方に は︑ お土産
探しにもうってつけです︒

☆全島獅子舞フェスティバル☆
開催日：十月二十七日 午(後六時〜午後八時半
場所：うるま市 安(慶名闘牛場 )
沖縄 県各地で受け継 がれている獅子 舞が集
結し︑悪霊払いと地域の繁栄を願って舞い踊

)

1度、有志で発行しています。

県内各空港のロビーにてご用

意しておりますので､皆様の快

適なフライト情報にお役立て

下さい｡尚､JTAのホームページ

でもアテンションプリーズの

Web版をお楽しみ頂けます。

が百 三 十 年程 前 ま で は日 本 と は別 の 国

ン や)祝女 ノ(ロ な)どに扮した二百名程の
市民が首里の城下 を練り歩きます ︒沖縄

行列は︑王と王妃を始め三司官 サ(ンシカ

を元に行われてい る古式行列です ︒古式

場所：首里城公園 首(里城周辺 )
琉球王朝祭りは︑琉球王朝時代の絵巻

開催日：十一月三日

☆琉球王朝祭り☆

イベント案内など、3ヶ月に

﹃琉球王国﹄だったことを体感できます ︒

☆那覇大綱挽 那(覇祭り ☆)

ります︒各地域の特色ある獅子舞のダイナミッ

はの航空情報、機内サービス、

人の人々が一体となって綱を引き合う姿は圧巻です︒

長なんと二百メートル！花火大会なども開催され︑数万

場所：国道５８号線 久(茂地交差点 )
ギネスブックに認定されている那覇大綱挽の綱は︑全

開催日：十月十二日〜十四日

クな演技がご覧いただけます︒

1990年に創刊号を発行して以
来23年、JTA客室乗務員ならで

編集部では皆様からのお便り

ご感想等どしどしお寄せ下さい。

〒901-0142

那覇市字鏡水150番地

那覇空港ターミナル

日本トランスオーシャン航空(株)

客室乗員部客室乗員課

アテンションプリーズ編集部

亀川､篠原､山内､赤嶺､上門、習田､

林､小園､加藤、藤原､渡具知､谷岡､

谷(岡︑金城︑赤嶺︑東江︑渡具知

ダンスを披露します︒

をバ ックにしたステージで参 加者がフラ

開放感いっぱいのガーデンステージや海

ンド︑久米島イーフビーチリゾート

開催 場所・・リゾートホテル 久米アイラ

開催日・・九月二十七日︑二十八日

☆ハワイアンフェスタ☆

あいパーティーも開催されます︒

イベント︒走った後には地元の人とのふれ

久米島の大自然の中で行われるマラソン

ト︑ゴール地点︶

開催場所・・久米島町営仲里野球場︵スター

開催日・・十月二十七日

☆久米島マラソン☆

をお待ちしております｡ご意見

)

金城、赤嶺(も)、東江

☆なりやまあやぐまつり
開催時期の目安：九月二十二日

☆クイチャーフェスティバル
開催時期の目安：十一月
場所 カ:ママ嶺公園多目的広場／宮古島市
島 の伝統文化 であるクイ チャー︵民 謡や

南の島から
さらに南の島へ・・☆
〜西表島編〜

マングローブ林

秘境探検！

踊 り を)次世 代に繋げよ うと立ち上 げたイ
今回私達はジ ャングル西表島
ベント︒伝統クイチャー︑創作クイチャー︑ へ 行ってきました ！山猫ツアー
島内外の伝統芸能も披露されています︒
と いうツアーに参 加しました♪
西 表のパワーに圧 倒され︑また
☆パーントゥまつり
癒されてきました︒皆さまにも︑
開催時期の目安：十月
西 表の魅力をご紹 介したいと思
います！

場所 イ:ンギャーマリンガーデン／宮古島市 場所 島:尻集落
宮古民 謡の代表曲 な｢ りやまあやぐ の｣継承 全 身に泥を塗っ た若者が集落の 人や家に泥
を目的 として開催され ています︒ 幻想的な を 付けて回る悪 霊払いの伝統行 事︒泥を塗

雰囲気の中︑老若男女が競演する祭りです︒ ら れると無病息 災が訪れるそう です︒重要
無形民族文化財に指定されています︒

まず はボー トに乗 ってマ ング
ローブ地帯へ♪まるでワニや恐
☆石垣島の種子取祭 奉(納舞︑神事 )
竜が出てきそうな風景に早くも
開催時期の目安：一月中旬の日曜
ワクワク感が最高潮！西表のマ
場所 石:垣市平得 拝所
ングローブは日本全土の四分の
稲の種子をまく種おろしの行事︒種の発芽︑ 一を占めるそうです︒綺麗な緑
豊作を神 に願う多様な儀式と ︑島人総出で 色のマングローブの中を進み︑
行う奉納芸能が見どころです︒
珍しい花々を見て爽やかな気分
になれました︒

広がる南国路を満喫できます︒

十キロ の三種類︒ 青い海やサト ウキビ畑が

るマラ ソン大会︒ コースはフル ・ハーフ・

☆石垣島マラソン
☆石垣島まつり
開催時期の目安：一月第四日曜︵雨天決行︶
開催時期の目安：十一月第一土・日曜
場所 石:垣市中央運動公園陸上競技場ほか
場所 沖:縄県石垣市新栄公園ほか市内各所
石垣島 の美しい風景 を楽しみなが ら走れ
島 全体が活気に 満ちる石垣 島まつり︒市 民
に よるパレード やステージ イベント︑島 産
品展示即売会などが開催されます︒

行って楽しい︑乗って幸せ

の 牛
由布島 水

次 に訪れ たの は︑由 布島 ︒
由布島は与那良川から流れ出
た砂の堆積で出来た島です︒
西 表から 由布 島まで 水牛 で
約 分︑４００メートルの旅
でした︒私達を運んでくれた
のはイチロウ君というヤング
なイケメン牛でした︒牛車の
上ではガイドさんのサンシン
生演奏もあり︵涙そうそうな
ど♪︶平和で穏やかな最高の
分間でした︒牛たちとの別
れは名残惜しく︑最後は心を
込めてお礼を言いました︒す
ると﹁また来てね﹂と言う意
味なのか︑ウィンクをしてく
れたような気がしました︒時
間がゆったりと流れる不思議
な癒しの島︑
西表島に︑
ぜひ足を運
んでみては
いかがでしょ
うか？︵小
園・加藤︶
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の結果︑ １９７８年︵昭 和

上がり ２年８ヶ月に渡 る努力

を変え てはなららい﹂ と立ち

〜アテプリ何でも体験〜 沖縄そばに挑戦
沖縄 で誰も が大好 きな沖 縄 復帰４年目を迎えた １９７６
そば︑実は日本そ ばやうどん 年︵昭和 年︶公正取引委員会
よりも古い歴史を 持つ事を皆 からある通達が出されました︒

年︶ 月 日﹁本場沖縄そば﹂
の名称 が特殊名称とし て登録

それは﹁沖縄そばは蕎麦粉を全

ルーツは琉球王朝 時代に中国 く使用していない為﹃そば﹄と
認可されました︒

さんご存知でしょうか︒
から伝えられた﹁ 粉湯﹂とい 表示してはならない︒﹂という

予約：０１２０‐２９‐３３４９

中高生１０００円

ＪＴＡのＣＡが生出演！
ＦＭレキオ ＪＴＡプレゼンツ

〜Ｉラブ愛ランド

動画配信・ネットラジオ﹁サイ

マルラジオ﹂で全国どこでもご

アテプ リメン バーの 山内と ︑

渡具知︑谷岡がラジオに生出

覧いただけますよ！皆様︑是非

聴いてみて下さい︒またスタジ

演して来ました！

２０１３年５月からＪＴＡの

︵山内︶

オにも遊びに来てください♪

那覇市おもろまち３―３―１

現役ＣＡが毎月第１火 曜日︑那

覇市のおもろまちにあ りますコ

午後６時〜午後７時

ものだったのです︒

21

う麺料理だったのです︒
そ の 後 長 く 愛 さ れ て き た 沖縄生麺共同組合の当時の理事
長土肥健一氏は﹁沖縄の食文化

ミュニティ放送局 Ｆ
｢ Ｍレキオ ｣
に１ 時間番 組の ラジオ に生 放

９月 日は
﹁しまくとぅば﹂
の日

ＣＡの実践している夏 バテ防止

の魅力を伝えています ︒８月は

月ごとにテーマを決め て︑沖縄

ＴＡ ＣＡの片野まさみさんと︑

素敵なパーソナリティで元Ｊ

送で出演しています︒

と共に器に注ぎ出来上がりです！

〜手作り沖縄そば教室〜

﹁沖縄そば﹂ですが︑本土

サ ン食品 糸満工 場で開 催され
るサンサンキッチンの参加者は

小学生から大人まで幅広くいらっ

しゃいました︒
まずは 両手を すり 合わせ 手を

温めること！この手を温めると

いう事が美味しい麺を作る為の

策︑夏休みで増えるお 子様一人

旅の温かい話︑機内販 売の人気

アイテムや︑アテプリ おなじみ

のドジワーデス等でし た︒放送

中に流す音楽は︑ＪＴ Ａの機内

☎098-965-3131
http://www.fmlequio.com/

とても大事なポイントになるの

14

です︒
﹁沖縄 そば﹂ には 準強力 粉を
使用します︒準強力粉に仕込み
水を加え︑よくこねていきます︒

７００円

小学生

で流しているアーティ ストのナ

ンバー︒ラジオを聴き ながらま

るで機内にいるかの様 な︑そん
な

〝Ｉラブ愛ラジオ〟です︒

コープアップルタウン２Ｆ

53

18

!!

この番組は︑インター ネットで

放送☆ 毎月第１火曜日

17

18

みなさん も手作り﹁沖縄そば﹂ はいたーい❤
に挑戦してみてはいかがですか？
沖縄 県内各地域 で受け継
がれてきた﹁しまくとぅば﹂
︵方言︶は︑地域の伝統行
事の基礎となる大切な言葉
であるとともに︑沖縄文化
の基礎として︑伝統文化を
継承していこうと︑９月
日を﹁しまくとぅばの日﹂
と制定しました︒うちなー
の翼︑ＪＴＡでは︑９月
日〜 日までの期間︑﹁し
まくとぅば﹂による機内ア
ナウンスを致します︒皆様
も是非︑この機会に﹁しま
くとぅば﹂に触れてみてく
ださい︒
１２００円

受講料： 大人

生地を寝かせた後に伸ばし︑３
ミリ幅にカットしていきます︒
仕上げは麺をギュッとにぎり︑

縮れ麺に仕上げ︑大きな鍋でゆ

でていきます︒ゆであがった麺

に油をかけ冷風で冷まし︑ダシ

火、木、土

実施日：毎週

ＭＨＺ )

ＦＭレキオ(８０．６

10
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「サンサンキッチン」
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年﹂

ブティー︑ハーブソルトの３つを

方もご 旅行の方も是非︑クラスＪ

し頂け ます︒ビジネスでご利用の

係員までお問い合わせ下さい︶

い場合 もあります︒詳しくは地上

︵なお 機材によってクラスＪが無

セットにして販売します︒珍しい

一席千円でよりゆったりとお過ご

す︒

でもク ラスＪの販売を行っていま

那覇︱ 石垣︑那 覇︱宮 古の路線

クラスＪ
はじめました

石垣・宮古便も

引きです︒是非ご利用下さい！

ＪＡＬカードでお支払い頂くと１割

価格５０００円

してもおすすめです︒

う意味で︑大切な方への贈り物と

沖縄の方言で﹁思い︑思う﹂とい

を販売いたします︒﹁おもろ﹂は

にある瑞泉酒造の﹁おもろ

る泡盛シリーズ︒９︐ 月は首里

﹁おもろ 年﹂
今年１月より機内にて販売してい

９月からの機内販売新商品

﹁紅型トートバッグ﹂
南城市佐敷にある雑貨やさん﹁ TID
ティダムーン ﹂の
AMOON(
) 紅型トー
トバッグです︒機内販売用にブーゲ
ンビレアが色鮮やかにデザインされ
ています︒今回は特別に﹁マース袋
１個﹂をお付けして販売します︒
価格２５００円

使用︑一

﹁石垣島特産ハーブセット﹂
石垣島のハーブ

15

10

でのひとときをお楽しみ下さい︒

パーチジャム″は︑お料理などに
幅広くご利用いただけます︒
価格３５００円

新 人 紹 介
７月に訓練を終えたばかりの
新人客室乗務員︽上原瑞月︾
をご紹介致します♪
☆ＪＴＡへの志望動機☆
私は ︑幼い頃 に宮古島 に住ん で
いて︑小学校４年生の頃︑ＪＴＡ
の﹁青空図画コンクール﹂に出展
したところ︑優秀賞を頂き︑副賞
として親子ペア航空券を頂きまし
た︒その時に利用した飛行機のキャ

☆こ れからどんな 客室乗務員 を

目指していきたいですか☆

お客様やクルーに安心感を与え

られ るような乗務 員になりた い

です ︒今はまだま だ自身の描 い

たＣＡ像とは程遠いですが︑ 今
｢

まで お世話になっ た方々へ恩 返

しをする と｣いう目標を常に忘れ

ず︑ ＪＴＡをお選 び下さった お

客様 へ感謝の気持 ちを伝えて い

編集後記

はい たい︑ ぐすー よーち ゅー

うがなびら︒︵みなさんこんに

ちは︑いかがお過ごしでしょう

か？︶今回は沖縄の方言でご挨

拶させて頂きました︒と申しま

すのも︑沖縄では九月十八日は

﹃しま くと ぅばの 日 島
( 言 葉の

日 ﹄
) と制 定さ れてお り︑ 沖縄
の言葉でく 九( と)ぅ 十( ば) 八(

と)語呂合わせとなっています ︒
少しでも沖縄の言葉に慣れ親し

きたいと思います︒

夢になりました︒今︑ＪＴＡの機

んでもらおうと︑県主催のイベ

ビンアテンダントに憧れ︑将来の

内でお客様の前に立てることが幸

のでお 客様のベル トを確認 して

操 縦室﹃今か ら揺れてき ます

を付け忘れ︑恥 ずかしいこと

主語であるベル トという単語

た！急いでしまったあまりに︑

をお楽しみください︒
︵渡具知︶

頂き︑まだまだ続く﹃沖縄の夏﹄

くさんです︒ぜひ︑足をお運び

ても各地にてイベントが盛りだ

本島のみならず離島におきまし

から沖縄は暑さが和らぎ︑沖縄

紹介させて頂きましたが︑これ

さ て︑今 回メ インの 記事 でも

れてみてはいかがでしょうか？

こ の機会 に沖 縄の島 言葉 に触

語として認定されております︒

てのくくりではなく︑一つの言

では︑沖縄の方言は︑方言とし

ントも開催されます︒ユネスコ

下さい︒﹄

をお伺いしてし まっていたの

すると突然・・・

客室乗務員﹃了解しました︒﹄

でした・・︒お 客様にお詫び

ある日のＡ子さんのフライト・・・

Ａ子 さんは急い でベルトの 着

をし︑赤くなっ た顔をしなが

ピーン ポーン︒操 縦室から の連

用状況を確認します︒

らも︑皆様の安 全の為にベル

お客様﹃パンツですが ・・﹄

Ａ子﹃おしめでしょうか？

Ａ子さんはハッと気付きまし

皆様おしめでしょうか？﹄

トの確認をしたのでした・・︒

絡です︒

せです︒

ドジワーデス物語

15

石垣島のスパイスを使用した〝ピ

切無添加のピパーチジャム︑ハー
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