
Okinawa Prefecture DC Office
50th Anniversary of the Reversion of Okinawa to Japan Event Info

Festival for Okinawans 
in America（Yuntaku-kai）

Hello to everyone in America with Okinawan heritage!  
The 7th Worldwide Uchinanchu Festival (held as a hybrid online- and in-person event) was a 

smashing success.  
Looking back on the festival held in the year of the 50th anniversary of the revision of Okinawa 

to Japan, the Okinawa Prefecture DC Office is pleased to announce that the “Yuntakukai” will 
be held online for Okinawan people in the US for the first time. Now is your chance to reflect 
and share your opinion on participating in the Uchinanchu Festival, and on what should be done 
for future events!  It’s also a splendid opportunity to discuss how to strengthen and pass on the 
Uchinawa Network and your Okinawan heritage.
Please share your thoughts, questions, and concerns related to Kenjinkai activities in the US.  

Enjoy a quick icebreaker an award ceremony for our goodwill ambassadors, and a review of the 
Uchinanchu Festival.
Take some time out of your busy year-end schedule, bring your friends, and join us!  We 

can’t wait to see you there!

Time：Sat, December 17th 7:00～8:00 PM EST
6:00～7:00 PM Central
5:00～6:00 PM Mountain
4:00～5:00 PM Pacific
3:00～4:00 PM in Alaska
2:00～3:00 PM in Hawaii

（‡Sunday, December 18th 9:00-10:00 AM in Japan）

Location：Online Meeting
‡ Zoom Link
https://us06web.zoom.us/j/81443125896?pwd=Z2lwTWpsNVJmQUptYmRiU1BLRnU2dz09

Attendence：Open to all kenjikai members.  
(Anyone interested in promoting Okinawan culture is invited to observe.)

Program（draft）：
１ Opening Remark
２ Recap of the 7th Uchinanchu Festival
３ Goodwill Ambassadors Award Ceremony
４ Mini Lecture-- Okinawa Diaspora: Past and Future 

(Okinawa Memories Initiative) ‡tentative tile
5 ゆんたく（Free discussion)
6 Closing

No registration 

necessary！

まっちょーい
びんどー！

お問い合わせ：沖縄県ワシントン事務所（仲里、玉城、クイン、オルソン）
office@pref.okinawa.dc-office.org

I’m waiting 
for you!

https://us06web.zoom.us/j/81443125896?pwd=Z2lwTWpsNVJmQUptYmRiU1BLRnU2dz09


沖縄県ワシントン事務所
沖縄本土復帰50周年関連イベント開催案内

在米国沖縄県人会 オンライン座談会
（ゆんたく会）を開催します！

ハイサイ、米国ヌウチナーンチュヌグスーヨー、チュウ ウガナビラ！
リアルとオンラインのハイブリッドで開催された第7回世界のウチナーンチュ大会も終了し、その余韻も冷め

やらぬところかと存じます。
沖縄県ワシントン事務所では、沖縄本土復帰50周年の節目の年に開かれた同大会を振り返るととも

に、相互ネットワークの深化を目的として、下記のとおり、米国の沖縄県人会の皆様をオンラインで結んだ
「ユンタク会」を初開催いたします。リアル、オンラインで大会に参加し感じたことや、次回の開催及び今後
の米国におけるウチナ―ネットワークの継承について、オンライン形式で「ざっくばらん」に意見交換しません
か？
また、日頃の県人会活動についての情報交換、聞いてみたかったけど聞けなかったこと、課題の共有など、

さまざまなアイディアを交換する場にもご活用いただけますと幸いに存じます。
本イベントでは、大会の振り返りとともに、ライトニングトーク（ミニ講演会）、ウチナー民間大使・オンラ

イン認証式も併せて開催いたします。
年末のお忙しい時期かと存じますが、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
ぜひ、お誘いあわせの上、奮ってご参加ください！

日 時：2022年12月17日（土）19:00～20:00 東部時間
18:00～19:00 中部時間
17:00～18:00 山岳部時間
16:00～17:00 太平洋時間
15:00~16:00 アラスカ時間
14:00～15:00 ハワイ時間

（※日本時間 12月18日（日）9:00～10:00）
場 所：オンライン形式（Zoom Meeting）

※Zoom Link
https://us06web.zoom.us/j/81443125896?pwd=Z2lwTWpsNVJmQUptYmRiU1BLRnU2dz09

参加者：米国内の沖縄県人会メンバーどなたでも
※ウチナ―ネットワークの継承に関心のある方どなたでもオブザーバー参加が可能です。

プログラム（案）：
１ 開会
２ 第7回ウチナーンチュ大会ダイジェスト
３ ウチナー民間大使 オンライン認証式
４ ミニ講演会

Okinawa Diaspora: Past and Future
(Okinawa Memories Initiative) ※仮題

5 ゆんたく（Free discussion)
6 閉会

事前登録
不要！

まっちょーい
びんどー！

お問い合わせ：沖縄県ワシントン事務所（仲里、玉城、クイン、オルソン）
office@pref.okinawa.dc-office.org

https://us06web.zoom.us/j/81443125896?pwd=Z2lwTWpsNVJmQUptYmRiU1BLRnU2dz09
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