環境 保 全 協 力 金 に ご理解と
ご 協 力 を お 願 い します。

辺戸岬

58

緑濃い亜熱帯の森が広がる沖縄本島北部は、その名も「やんばる（山

70

原）」と呼ばれています。ヘゴやシダ、ブロッコリーのようなイタジイがこ

58
コンビニ（ファミリーマート）

んもりと生い茂った森から湧き出したひとしずくは清流となって、丘陵

伊江島

地を潤しながら海へと注ぎます。豊かな森は、地球上でこの森にだけ生息

古宇利島
沖縄美ら海水族館
（海洋博公園）

し、絶滅の恐れがあるヤンバルクイナやノグチゲラ、ヤンバルテナガコガ

今帰仁村

水納島

ネなどの天然記念物や固有種など、貴重な動植物のゆりかごのようです。

瀬底島

大宜味村

源河

屋我地島

本部町

58

多様な生物が綿々と息づいてきたやんばるは、2013年12月に世界自
然遺産の候補地として選定されました。

58

自然と寄り添いながら暮らすやんばるの人々は海岸線を縁取るよう

塩屋湾
9 331
平良

名護市

東村
川田

14
有銘

高江

70 宮城

慶佐次
331

329

許田I.C

国頭村

辺土名

に、小さな集落を形成してきました。かつては、森から切り出された木材

二見入口
万座毛

は集落から集落へと引き継がれ、首里城まで運ばれたといいます。農業や

恩納村
金武I.C

漁業など自然からの恵みとともに生き、今なお山や海に五穀豊穣を祈願
する伝統儀礼を執り行い、人々の祈りは未来へと受け継がれていきます。

屋嘉I.C
石川I.C

残波岬

宜野座I.C
329

宜野座村

（有料）
を名護市許田向けに北上し、名護市
伊計島

58

目的

村民共有の貴重な財産である緑豊かな森林
や清らかで豊富な水質源等の自然環境を適
切に保全し、これら良好な状態で次の世代に
引き継いでいくことを目的としています。

うるま市
沖縄北I.C

沖縄南I.C

対象者

浦添市

慶佐次川マングローブカヌーツアー及びマ
ングローブ観察ツアーを利用している者、野
外学習でヒルギ公園に訪れる学校、ヒルギ公
園を活用している旅行会社

58
那覇I.C
那覇空港

真嘉比I.C

金額

平安座島

宮城島

海中道路
浜比嘉島

北谷町

越えの途中、下りで太平洋と有銘湾がご覧
になれます。

★大宜味コース
（西海岸）

源河を通り過ぎ、さらに辺土名向けに北上

北中城I.C

宜野湾市

源河を右に折れ、山越えルートの県道14号
を約8km走ると東村有銘に到着します。山

329

沖縄市

読谷村

★源河コース
（西海岸）

那覇からは国道58号、又は沖縄自動車道

金武町

329

津堅島

西原I.C

すると右側にコンビニ
（ファミリーマート）
が
見えてきます。コンビニを約100m過ぎた

沖
縄
県

東村
ひがしそん

E
D
I
U
G

東
楽村
しを
も
う
！

所にある宮城橋の手前を右折し、県道9号

西原JCT

及び国道331号を約8km走ると東村平良

南風原北I.C

へ到着します。

豊見城I.C

★東海岸コース
（二見コース）

基本一人あたり50円

受付場所

東海岸沿い
（太平洋側）
は、国道329号を北
上し、名護市二見入口から右折し、国道331

東村観光推進協議会 慶佐次事務所（東村ふ
れあいヒルギ公園内）寄付箱

号をさらに北上して東村へ到着。

※那覇市からは91km、約100分。

使い道

東村の環境保全に対する施策の財源に充てられます。

具体的取組み例

※フィールドの維持管理のため毎月1回の定期清掃を行っています。
※赤土流出防止対策としてグリーンベルト植栽活動を行っています。

東村グリーンベルト植栽活動

〜サンゴ礁の海を守ろう〜
東村PRキャラクター
パインマン1号

近年綺麗な沖縄の海を形成するサンゴ礁の生存を脅かす大きな要因に「赤土」の流
入があります。
「赤土」とは沖縄本島北部地域に見られる、粒子の細かい赤茶色の土の
ことです。沖縄では亜熱帯特有の一時的な強い雨が降るたびに地表から流れ出し、水
路や川を伝って海へと流れ込みます。
海に流れ出た赤土は、サンゴに大きな被害をもたらします。赤土自体に毒性などあ
りませんが、粒子が非常に細かいため、一度水に混ざると、なかなか沈殿せず、水を長
時間にわたって濁らせてしまいます。すると、雨が止んだ後も日光が遮られ、サンゴ
の光合成が機能せず栄養不足になり、死んでしまうことがあります。また、直接赤土
を被った場合も、サンゴは大きな打撃を受けます。
農業と環境保全の両立のため、畑周辺にグリーンベルト(ベチバー)植栽を行い、少
しでも赤土を海に流さないようにと、村ぐるみの取り組みが始まっています。サンゴ
礁の海を守るために、みなさんの力をかして下さい。

〒905-1204 沖縄県国頭郡東村字平良471-24
TEL.0980-51-2655 FAX.0980-51-2656

http://www.higashi-kanko.jp

東村観光推進協議会
東村PRキャラクター
ノグパー

※リーフレットに使用されている写真は全てイメージです。

年
2015
N
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東
村

福地川海浜公園
チ

ひがしそんのビー

やんばるの静かな立地に誕生したビーチ。
海水浴、各種アクティビティ、
BBQが満喫できます！

要予約

本島最大級のマングローブ林
慶佐次湾のヒルギ林でカヌーを楽しむ!
東村ふれあいヒルギ公園

住 東村字慶佐次

料 見学自由

P 20台

設 コンビネーション遊具、ゲートボール場、展望台、遊歩道、水道、トイレ

慶佐次川のマングローブ
カヌーツアー

慶佐次湾のヒルギ林は沖縄本島では最も広く、本島で見られ
る4種類のヒルギのうち3種類がみられることや、ヤエヤマヒル
ギの北限地であることなどから国の天然記念物に指定されま
した。
下流域周辺は「東村ふれあいヒルギ公園」として、遊歩道でヒ
ルギやトントンミー（トビハゼ）、ハクセンシオマネキなどの生
き物の観察、川ではカヌーを楽しむことができます。

ハクセン

シオマネ

キ

東村ふれあいヒルギ公園
総合案内所
総合案内所でカヌー予約の手配も行ってい
ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

☎ 0980-51-2433
住 東村字慶佐次54-1

P 20台・大型バス3台

沖縄ツアー冒険隊

トントンミー

☎ 080-1726-5417
住 東村字平良498

HP http://ameblo.jp/boochan501218/

住 東村字慶佐次758-23

住 東村字慶佐次758-60

☎ 0980-51-2155

HP http://www.eco-pukapuka.com

ック
シーカヤ
ー
ア
ツ
6歳以上
,000／
￥4

1時間／

プランいろいろ！お問い合わせ下さい!

BBQグループプラン
①東屋
（BBQハウス）￥3,500＋
②BBQ器材代￥4,700＋
③BBQ食材代
（1人前￥1,050〜￥1,950）
要予約 ※10名様以上で承ります。

HP http://amandmn.com

eco-adventure

住 東村字慶佐次82 HP http://www.gesashi.com

住 東村字慶佐次155 HP http://www.yanbaru-club.com

住 東村字川田431-1

【カヌー体験に参加される方】※要予約

00／

￥12,6

2時間／

☎ 090-1179-5692

やんばる.クラブ

☎ 0980-43-2785

アー
ビングツ 以上
体験ダイ
12歳

※レンタル品はガス、鉄板になります。

やんばる自然塾

☎ 0980-43-2571

要予約

FB facebook/フォレストひがし

あまんだまん

ー
スンツア
SUPレッ,000／6歳以上

要予約

☎ 070-5485-9543

エコツアープカプカ

￥5

1時間／

￥5

フォレストひがし
住 東村字平良498

ー
ケルツア
シュノー,000／6歳以上

ボー
00／6歳
・バナナ
／￥2,2
ル10分
・マーブ

1時間／

※ショップにより料金・所要時間・内容が変わりますので
詳しくは総合案内所もしくは各ショップにお問合せください。

できます!

体験
ここでカヌー

●1時間30分〜2時間コース
大人1名 4,000円（税込）〜
●2時間30分〜3時間コース
大人1名 6,000円（税込）〜

マーブル 6歳以上
ート、
ボ
ナ
00／
ナ
バ
／￥2,2
以上
ト10分

☎ 090-5732-8778

※濡れてもよい服装でご参加下さい。 ※用意するもの：帽子、
着替え1組、日焼け止めクリーム、ドリンク（ペットボトル可） ※満潮時開催になりますので、お時間の要確認。

●お問い合わせ

TEL.0980-51-2301

〒905-1203 沖縄県国頭郡東村字川田334 FAX.0980-51-2302
E-mail fg-seaside-park@higashi-kanko.jp

腹が減っては遊びはできぬ、東村産を召し上がれ！
地元のお客様で賑わう店

夜も美味しい料理で舌鼓

三枚肉の薫製はジューシー！

東村で本格コーヒー！

沖縄料理を味わえるレストラン

地元の人たちも飲みにくる。
東村の夜はゆんたく三昧！

有銘の森の中・隠れ家的お店
癒しの森で、食事はいかがですか？

東村の高江で栽培、
加工された手作りコーヒーを味わえます。

店主が造るおすすめメニューは、沖縄の食卓
に並ぶ定番料理のチャンプルー類に、テビチ
の煮つけ、その味には、母の愛情がたっぷり
そそがれた絶妙で上品な味。

自家製ゴーヤーで創ったゴ−ヤーチャンプ
ルーとよく冷えたオリオンビールで「ありっ
乾杯！」。

料理食材は自家製農園で採れる野菜を使って
いるので自然の甘味や歯ごたえがとっても美
味しい。特にお勧めは豚肩ロースの燻製と季
節の野菜が並んだ「ふくろう定食」です。

店内ではお豆の販売も致しております。100g
￥500〜（営業使用と卸し販売は致しており
ませんのでご個人様のみに限ります。）

お食事処 東ぬ浜（サンライズひがし）
東村字平良550-23 TEL.0980-43-3016
営／11:00〜16:30 休／火曜日

百姓茶屋
東村字平良108-3 TEL.080-6493-7458
営／18:00〜23:00 休／不定休（要予約）

味処 森のふくろう
東村字有銘358-1 TEL.0980-43-2797
営／12:00〜23:00 休／火曜日

ヒロコーヒーファーム
東村字高江85-25 TEL.0980-43-2126
営／11:00〜18:00 休／火・水曜日

あがり はま

ペンション&カフェテラス たちがあ

東村村民の森つつじエコパーク

YAMBARU LOHAS やんばるロハス

東村字宮城519-1

東村字平良766-1

東村字慶佐次167-2

☎ 0980-43-2186

http://higashison.ti-da.net

東村の穴場ペンション！天空のカフェテラス
大自然の滝でリフレッシュ！

東村字平良54-1

ペンション＆カフェテラス
たちがあ

東村字平良863-2 TEL.0980-43-2468
営／11:30〜18:00（ランチは15:00まで）
休／木曜日

軽食・喫茶

花と竹の公園「沖縄かぐや姫」

東村字宮城519-1 TEL.0980-43-2186
営／11:00〜18:00（ランチは14:30まで）
休／水曜日

あいうえお

東村字慶佐次718-28 TEL.0980-43-2838
営／9:00〜17:00
（食事は16:00まで）
年中無休

レストランエコパ（つつじエコパーク内）

東村字慶佐次56-1 TEL.0980-43-2566
営／10:00〜15:00、17:00〜22:00 休／水曜日

東村字平良766-1 TEL.0980-43-3303
営／11:00〜16:30 休／日・月曜日

茶屋

夢蘭

帆風

HOKAZE

東村字慶佐次758-104 TEL.0980-43-3277
営／火〜金（11:30〜15:00）
日（11:30〜17:00）
休／月曜日、第１・第３日曜日

東村が生産量日本一を誇るパ
インをはじめ、パインを使っ
たジャムやソースなどの加工
品、ハーブティーや石鹸など
のハーブ製品、村産のお茶や
地元の農産物など、多くの特
産品を販売しています。

東村字平良863-1 TEL.0980-43-2560
営／11:00〜23:00
年中無休

む〜らん

東村字高江85-10 TEL.0980-43-2388
営／10:00〜17:00 年中無休

100％東村産!!
東村産!!
を
ブ
ー
無農薬栽培のハ
とれたて
!!
気
人
番
1
が
凝縮した石けん
海ぶどう!!

満喫
東村

サンライズひがし 営／9：00〜18：00
東村字平良550-23

TEL.0980-43-2270
年中無休

ハーブ園メローグリーンたかえ
東村字高江466-37 TEL.0980-43-2745
営／10:00〜18:00 休／木曜日

東村には大型ショッピングセンターはありませ
ん。さらにスーパー、コンビニすらありません。
では買い物等は一体どうしていたのか？沖縄に
は100年以上も前に本島北部の小さな集落で誕
生した独特の歴史と運営方法を持つ、相互扶助
組織「共同売店」というものがあります。東村で
も日用品や飲料品等が「共同売店」
（ 個人商店も
あります）で購入できます。
年中無休

比嘉ストアー

東村字平良543
TEL.0980-43-2331
営／7:00〜21:00

川田区売店

東村字川田907
TEL.0980-43-2923
営／7:00〜20:00

宮城共同売店

沖縄土産として近年注目を集めている「海ぶど
う」！東村でも養殖しており、日本一清潔で観
光・見学もできる養殖場を目指して日々頑張っ
ています♪

東村字宮城117-1
TEL.0980-43-2241
営／夏（7:00〜21:00）冬（7:00〜20:00）

有銘共同売店

東村字有銘27-1
TEL.0980-43-2149
営／7:30〜20:30

魚泊売店

東村字宮城533
TEL.0980-43-2140
営／7:00〜20:00

東村字慶佐次780
TEL.0980-43-3433
営／6:00〜18:00 年中無休

山城物産

慶佐次共同売店

東村字慶佐次25-1
TEL.0980-43-2043
営／夏（7:00〜19:30）冬（7:30〜19:00）

高江共同売店

東村字高江85-30
TEL.0980-43-2243
営／夏（7:30〜20:00）冬（7:30〜19:00）

バンガロー宿泊棟内観

カナンスローファーム
カフェ＆エコステイ

花と竹の公園
沖縄かぐや姫

東村字平良863-2
http://slow-farm.jpn.org

東村字慶佐次718-28
http://oki-kaguyahime.jp

☎ 0980-43-2468

静かな東海岸の潮騒と海風、
自然の呼吸を感じる
至福の環境と時間。

民泊体験

☎ 0980-43-2838

自然と季節の花々を満喫
できる植物園の中にバンガロー
やキャンプがあります。

☎ 0980-51-2655

東村観光推進協議会
http://www.higashi-kanko.jp

東村の民家に宿泊体験する
ちょっと変わった
宿泊スタイル

漁業体験・農業体験・
琉装体験（要予約）

びんがたの染や
東村字高江116 TEL.090-9384-6324

＆体

験

イチゴ狩り体験（2月〜5月／要予約）

しっくいシーサー作り体験（要予約）

サンフーズ港川ファーム
東村字慶佐次382 TEL.0980-43-2542
その他、様々な作物が収穫体験ができます！

東村字平良504
TEL.0980-43-2193

東村字有銘14
TEL.0980-43-2044
営／7:30〜20:30

贅沢なプライベートビーチと
乗馬を楽しむことができる「やんばるロハス」

キャンピングカーもOK!

紅型染め体験（要予約）

平良共同売店

山城ストアー

http://yanbaru-lohas.com

東村観光推進協議会
TEL.0980-51-2655

観光

東村の特産品、
いろいろ揃ってます！
無農薬で栽培しているハーブを使用したお茶や化粧
品等が揃っています。100％東村産のものを使用し
ているので、お土産にぴったりです。化粧品のライン
ナップが豊富ですので特に女性の方におススメ!!

http://shimazouri.jp

各部屋はコテージ風で独立しているので、
ゆっくり休めます。

東のOZ

東村限定特産品盛りだくさん!お土産・お弁当・飲み物までお買い物はこちら!

ここ!!
東村のお土産なら
!!
特産品が勢ぞろい

キャンプ、キャンピングカー乗り入れ、
バンガローとアウトドアを楽しむならココ！

バンガロー宿泊棟外観

☎ 0980-43-3655

☎ 0980-43-2884

http://higashi-ecopark.com

キャンプ場でアウトドアを満喫
（キャンプ用品のレンタルあり）

体験民宿「島ぞうり」

カナンスローファーム
カフェ＆エコステイ

☎ 0980-43-3300

東村立山と水の生活博物館
東村字川田61-1
TEL.0980-51-2828
10:00〜18:00（17：00入館）
休／月・祝祭日・年末年始

沖縄かぐや姫
東村字慶佐次718-28
TEL.0980-43-2838
9：00〜17：00 年中無休

島ぞうり
東村字平良54-1

TEL.0980-43-3655

森のハーブガーデン
東村字慶佐次777-6

慶佐次湾のヒルギ林と
東村ふれあいヒルギ公園
東村字慶佐次54-1

福地ダム
東村字川田1105-2

新川ダム
東村字高江原地先

ウッパマビーチ
東村字慶佐次292-50

サキシマスオウノキ
東村字川田下福地260

オガタマノキ
東村字有銘29-1

沖縄やんばる海水揚水発電所
国頭村字安波川瀬原1301-1

