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■…制作のきっかけになった場所、
　　　思い出の場所など
■…パワースポットなど
■…飲食店やお土産屋さんなど

「やんばるアートフェスティバル」に、
これまで参加したアーティストや関係者から
思い出の場所やパワースポット、
オススメのお店などの情報を集めた
やんばるアートフェスティバルオリジナルマップ！
会場を周りながら、おすすめスポットも
ぜひ立ち寄ってみてください。

google map Ver. はこちらから

豊かな生態系を誇るやんばるの森の入り口に位置し、
国頭村の中心地にある大通り。商店街には小中学校、
郵便局、昔ながらの商店などが立ち並んでおり、かつ
ては通行客で賑わっていたが、隣接する国道58号線
に辺土名トンネルが開通したことで交通量が激減。し
かし、近年は「辺土名大通り会」が結成され、地域資源
とアイデアを活かしたイベントが盛んに行われるなど、
かつての活気を取り戻しつつある。やんばるを訪れる
アーティストたちが魅了される注目のエリア。
• 伊藤彩／地元住民の皆さんが普段から使うコインラ
ンドリーを作品化した、沖縄最北端の商店街。

辺土名商店街

〒905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名

〒905-1412 沖縄県国頭郡国頭村奥間913

サンセットが美しい天然の白砂ビーチが広がる、やんば
る随一の老舗リゾート。緑と花が溢れるガーデンに点在
するコテージや、地元食材にこだわった朝食など、やん
ばるらしさに溢れた最上級のリラクゼーションステイを
満喫できる。沖縄最北の地でのアート作品との出会い
は、冬のオクマステイの新たな愉しみとなっている。
• ジミー大西／ジミーの作品も展示される、YAFアーティ
ストも宿泊するリゾートホテル。

オクマ  プライベート
ビーチ＆リゾート

やんばる酒造
1950年（昭和25年）に大宜味村田嘉里地区で、地域の
人たちの出資により創業した沖縄本島最北端の泡盛
酒造所。県内有数のおいしい天然水といわれる酒造
所近くの山から汲み上げる中硬水を、麹造りや仕込み
水、割り水などに使用するなど、自然豊かなやんばる
の天然水で丁寧に仕込んだ「まるた」を始めとする泡
盛が自慢。今回は酒造所にある倉庫壁面に、大型の
アート壁画が登場する。
• 金島隆弘／沖縄最北端の酒造。清らかな天然水がブ
レンドされたまる田20度がコスパ最高！
• 飛生アートコミュニティー／滞在中に愛飲する泡盛
「まるた」酒造MAKER。2020の作品展示では多大なご
協力も。

〒905-1301 沖縄県国頭郡大宜味村田嘉里417

六田原展望台
大宜味村・塩屋湾近くの高台にある展望台。
沖縄八景に数えられる塩屋湾はもちろん、東シナ海
から本部半島、古宇利島などを一望する事ができる。
同地に建設された大型ホテルの廃業後は、廃墟だ
けが残る場所として存在していたが、近年には「天空
のレストラン・大宜味スカイテラス」が開業し、新た
なスポットとして注目を集めている。今回は展望台に
隣接する建物を使用したアート展示を実施。
• 高木真希人／ここから眺めるやんばるの風景。

〒905-1314 沖縄県国頭郡大宜味村 田港

〒905-1311 沖縄県国頭郡大宜味村塩屋538

青い海に浮かんでいるかのような、赤い屋根の体育
館はまるでハコブネ。国指定の無形民俗文化財でも
ある伝統行事「塩屋湾のウンガミ（海神祭）」の開催
地としても知られる、風光明媚な塩屋湾に面した唯
一無二のローケーションを誇る旧塩屋小学校が、今
年も「やんばるアートフェスティバル」のメイン会場と
なる。エキシビション部門の作品群をゆっくり鑑賞し
たり、クラフト部門である「YAF CRAFT MARKET」で
沖縄の工芸品を選んだり、ワークショップに参加した
り、地域の素材を使ったフードを楽しんだり。時が経
つのを忘れてしまうような特別な空間で、本フェスな
らではのアート体験を味わってほしい。
• YAF実行委員会／初年度からずっとYAFのメイン会
場。体育館からのオーシャンビューはまさにアート！

大宜味村立旧塩屋小学校
（大宜味ユーティリティーセンター）

観音寺
• 金島隆弘／琉球八社最北端の金武宮のある寺院。
運が良いと奥まで入れる鍾乳洞がパワースポット。

〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武222

シーサイドドライブイン

• 我喜屋位瑳務／ここのスープが有名です。深夜に
行くのがおすすめです。

〒904-0415 沖縄県国頭郡恩納村仲泊885

カヌチャリゾート

名護の東海岸に位置する大浦湾に面したリゾートホ
テル。ロビーからの絶景や広大な敷地内を走るトロ
リーバス、夜にライトアップされるプールなどフォト
ジェニックなスポットが満載。ゴルフコースやリラク
ゼーションメニュー、日替わりのイベントもあり、子ど
もから大人まで極上ステイを満喫できる。今年も敷地
内に作品が展示されており、独創的なアートがリゾー
トの非日常空間にさらなる花を添える。
• 椿昇／初年度に参加した大型作品を、今でも展示
させてもらっているホテル。

〒905-2263 沖縄県名護市安部156-2

オリエンタルホテル  
沖縄リゾート＆スパ

県内最大級の広さを誇るガーデンプールと、全室
オーシャンビューの客室が南国の優雅なひとときを
演出するリゾートホテル。
スパやエステなど女性に嬉しいサービスや、設備の
整ったフィットネスクラブ、各国料理を楽しめる朝食
ブッフェやレストランも充実。
沖縄の自然と文化に浸れる癒しの空間に、アート作
品がどのように融合するか注目したい。
• BAKIBAKI／沖縄での滞在制作時に、ずっと宿泊し
てた思い出深いホテル。

〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1490-1

• 金島隆弘／普天間にある琉球八社。見応え満点の
奥宮の鍾乳洞に入れたらラッキーです。

普天満宮

〒901-2202 沖縄県宜野湾市普天間1丁目27-10

識名園
• 金島隆弘／素晴らしい庭園と琉球建築の美。将来こ
んな平屋に住みたいと思ってしまう。

〒902-0072 沖縄県那覇市真地421-7

機織工房しよん
• 金島隆弘／昨年のやんばるアートフェスティバルで
つけた帯と巾着を制作してもらいました。

〒901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町仲座72

ハビャーン (カベール岬 )

• 金島隆弘／南城市知念から船で行くことのできる神
の島・久高島最北端にある岬。

〒901-1501 沖縄県南城市知念久高

「やんばるアートフェスティバル2017-2018」に、ア
グー像の周辺に地域の子どもたちと共に植えた幼樹
が「アグーの森」として成長を続けている。
沖縄の風景をつくり、代々見守っていくことを目的に
した作品を見ることができる。
• カゼモニワ 多田弘×濱元朝和／40年かけて完成
する作品「アグーの森」が今なお成長を続ける。

〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1-1

名護市民会館前アグー像

やんばるアートフェスティバル2022–2023 Venu_会場

おすすめスポット
Recommended Spots

Illustration by リリィ・クマチャン    

　   @lily_kumachan 

2023年1月14日（土）–4月9日（日）
※メイン会場・大宜味村立旧塩屋小学校を含む複数会場は、金土日祝のみ開館
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琉球八社 末吉宮
• 金島隆弘／那覇郊外にある琉球八社。末吉公園奥
の暗い細道をたどり着いた先にある秘境です。

〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町1丁目8
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• 杉本裕一／やんばる島豚の焼肉やしゃぶしゃぶが
絶品のお店。

島豚七輪焼 満味

〒905-1152 沖縄県名護市伊差川251

民俗資料博物館
• 中村裕太／やんばるに向かう国道58号を走っている
と、「民俗資料博物館」の看板に何度か出会します。館
内には、沖縄の生活文化や戦時下にまつわる資料が
所狭しと列べられています。
モノから沖縄の歴史を垣間見ることができますし、玄関
先で館長の真嘉比さんとお話しするのが楽しいです。

〒905-1146 沖縄県名護市親川628

• 金島隆弘／沖縄、世界のアンティークがずらり。お
宝探しについつい寄ってしまいます。

〒905-0016 沖縄県名護市大東1丁目18-5

アンティーク 長浜居酒屋海牛
• 金島隆弘／地元のお客さんでいっぱいの大衆居酒
屋、最高です！

〒905-0018 沖縄県名護市大西1丁目9-4

宮里そば
• 金島隆弘／まずはここで沖縄そば。やんばるに来た
ことを実感する懐かしい食堂の佇まい。

〒905-0011 沖縄県名護市宮里1丁目27-2

酒のアイランド名護
• 金島隆弘／沖縄でお得にお酒を買うならここ！ 充実
した品揃えです。

〒905-0019 沖縄県名護市大北5丁目2-3

• usaginingen／「きせきのデイゴ」の共同制作者、小
学生のすずちゃんファミリーが営む絵本屋さん。屋部
小学校の近く。

〒905-0007 沖縄県名護市屋部37番地屋部川にじ公園前

絵本屋Polaris

• クラフト部門チーム／工房に隣接されたお店では
色とりどりの素敵なガラス食器や小物が並びます。
オリジナルのドリップコーヒーも販売していて、これ
がまた美味しいんです。

〒905-0011 沖縄県名護市宮里7丁目19-27

琉球ガラス工房 glass32

名護市役所
• 町田恵美／許田ICから北向きに5分ほど海沿いに道
路を進むと右手に、コンクリートの花ブロックや2色の
組合せによるストライプ模様の外観が見えます。象設
計集団＋アトリエ・モビルにより1981年に建てられ、「ア
サギテラス」と名付けられた半屋外の空間など地域の
固有性を意識した構法が特徴的な建物です。

〒905-8540 沖縄県名護市港1丁目1-1

大宜味シークヮーサーパーク
• 仲程長治／大人も子ども楽しめるパーク。沢山のオリ
ジナル商品あり。ランチやスイーツも楽しめる。

〒905-1318 沖縄県国頭郡大宜味村津波1424-1

江洲の花
• 杉本裕一／日本蕎麦が食べれるお店。天ぷら食べ
放題で、ストップするまでずっと出てくる。

〒905-1315 沖縄県国頭郡大宜味村大保326-224

前田食堂
• 杉本裕一／沖縄そばや定食が味わえる人気のお店。

〒905-1318 沖縄県国頭郡大宜味村津波985

• 金島隆弘／ちむどんどんの舞台にもなったとか？
〒905-1318 沖縄県国頭郡大宜味村津波1570-1

ター滝

又吉コーヒー園
• 金島隆弘／森の中から突如現れるおしゃれカフェ。
こだわりのコーヒーがいただけます。

〒905-1205 沖縄県国頭郡東村慶佐次718-28

トケイ浜
• 仲程長治／古宇利島北側にある浜。モンパやアー
トな岩が沢山！

〒905-0406 沖縄県国頭郡今帰仁村

道の駅 サンライズひがし

• 金島隆弘／ここのフルーツいいです！
パイナップルやバナナなど安くて良いものが買えます。

〒905-1204 沖縄県国頭郡東村平良550-23

• 谷原菜摘子／古宇利島でお土産や物産品が買える
物産センター。隣接される漁港を歩いていると、私の
周りに大量のイカが集まってきました。
イカを呼ぶ能力があったみたいです。

〒905-0406 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利

古宇利島物産センター

• 杉本裕一／長寿の村、大宜味村の健康的なランチ
が食べれるお店。
• 飛生アートコミュニティー／ランチの「まかちくみそー
れ」が絶品。お店のオリジナル商品たちもお勧め。
• 大﨑洋／2日食べれば、身体も心も〇〇〇も変わるよ。

〒905-1305 沖縄県国頭郡大宜味村大兼久61

笑味の店

• 金島隆弘／やんばるに来ると毎回訪れてしまう清ら
かな滝。心の洗濯です。
• 仲程長治／喜如嘉地区内奥に潜む滝。駐車場は奥
にあります。

〒905-1303 沖縄県国頭郡大宜味村喜如嘉2234

喜如嘉の七滝

• SIDECORE（kinjo）／小さいダムですが、ロケーショ
ンがちょっと遺跡っぽい感じなのとダム壁が顔みた
いで面白いです。小さい頃墓の近くなので家族でよく
遊びに行っていました。

〒905-1301 沖縄県国頭郡大宜味村

大宜味村田嘉里川の砂防ダム

• 佐々木真純／人間国宝、平良敏子さんの工房。眼福
の芭蕉布。

〒905-1303 沖縄県国頭郡大宜味村喜如嘉454

大宜味村立芭蕉布会館

• 飛生アートコミュニティー／大宜味村や塩屋、村史
の文献リサーチにいつも協力いただいています。

〒905-1306 沖縄県国頭郡大宜味村大宜味1

大宜味村図書室

大宜味村農村活性化センター
（旧道の駅おおぎみ）

• 高木真希人／こちらのごろっとした出来たてサー
ターアンダギーが美味しかったです。

〒905-1307 沖縄県国頭郡大宜味村根路銘1373

塩屋公民館
（塩屋区事務所）

• 飛生アートコミュニティー／運が良ければ歌や踊り
の練習風景に立ち会うことができます。塩屋お散歩
コース。

〒905-1311 沖縄県国頭郡大宜味村塩屋371-2

屋古
• 佐々木真純／これまで見たことがない蝶や植物。午
前中の散歩がおすすめ。

〒905-1312 沖縄県国頭郡大宜味村

大川共同店
• 高木真希人／ちょっとした食べ物、飲み物、生活雑
貨を買う時便利でした。
• 飛生アートコミュニティー／塩屋売店と大川共同売
店の距離感、散歩がとっても気持ちいいです。

〒905-1311 沖縄県国頭郡大宜味村字 塩屋354-1

• 飛生アートコミュニティー／いつ来ても僕たちを受
け入れてくれる、大好きなローカルコミュニティ。

〒905-1311 沖縄県国頭郡大宜味村塩屋506

塩屋売店

塩屋園地
（ハーミンジョー）

• 飛生アートコミュニティー／樹木が茂る小高い丘に
ある神門（展望台）。ベンチがあって息抜きできるパ
ワースポット。

〒905-1311 沖縄県国頭郡大宜味村塩屋587

ハーブ園メローグリーンたかえ
• 杉本裕一／YAF参加アーティストやディレクターに
大人気のハーブ石鹸をつくる農園。
• 金島隆弘／ハーブ石鹸がおすすめ！

〒905-1201 沖縄県国頭郡東村高江466-37

• クラフト部門チーム／自宅兼工房があり、そこで作
られたやちむんを購入することもできます。今年でき
たばかりの登り窯をみることもできます。

〒905-1318 沖縄県国頭郡大宜味村津波57-2

田村窯

拝所跡
• 佐々木真純／たどり着くのが難しい。その分、厳かさ
が残っている気がする。

〒905-1421 沖縄県国頭郡国頭村辺戸

拝所
• 丹羽優太／鯨を見た。

〒905-1421 沖縄県国頭郡国頭村辺戸

• 杉本裕一／沖縄本島最北端の地。広大な海と島の
景色が眼下に広がる圧巻の景色。

〒905-1421 沖縄県国頭郡国頭村辺戸

辺戸岬

ヤンバルクイナ展望台
• 杉本裕一／岬に突然出現する巨大なヤンバルクイ
ナの像は、中に入る事もできる。

〒905-1421 沖縄県国頭郡国頭村辺戸

大石林山
• 杉本裕一／YAFアーティストも訪れる沖縄本島北
端のパワースポット。
• 副産物産店／奇岩を様々なものに見立てるガイド
（解説）のセンスが抜群でとても楽しめます。

〒905-1422 沖縄県国頭郡国頭村宜名真1241

茅打バンタ
• 仲程長治／辺戸岬へ向かう途中の絶景ポイント。撮
影スポットとしても最高ですよ。

〒905-1422 沖縄県国頭郡国頭村宜名真

安須森御嶽
• 仲程長治／沖縄最北端の聖地でもあり、スピリチュ
アルな場所でもあります。

〒905-1421 沖縄県国頭郡国頭村辺戸

ヤンバルクイナ発見
• 伊藤彩／初めて訪れたヤンバルで、幸運にもヤンバ
ルクイナに出会った場所。

〒905-1502 沖縄県国頭郡国頭村楚洲 県道70号

まるひら食堂
• 金島隆弘／沖縄最北端にある美味しい食堂。ほの
ぼのとした食堂の雰囲気がたまりません。

〒905-1423 沖縄県国頭郡国頭村宇嘉47-1

• 谷本研／旧佐手小学校前の国道をはさんで向かい
の小島です。風や波からできた自然の造形が神秘的
で、廃校を探索している時にこの岩場から現れたオ
キナワカラスアゲハが印象的でした。

〒905-1425 沖縄県国頭郡国頭村佐手

ヤーンクシ
（旧佐手小学校前の国道をはさんで向かいの小島）

辺野喜ダム
• 佐々木玲央／山原の自然の中にある人工物を探し
て訪れたダム。夏季のリサーチの際、オオシマゼミが
カーンカーンと鳴いていた。

〒905-1424 沖縄県国頭郡国頭村辺野喜

楚洲風力発電所
• SIDECORE（jango）／夜車で走って見つけた場所で
す、山原の真っ暗な中、突然現れる風車に驚いたのを
覚えています。車のガソリンが０だった状況だったの
でエネルギーが切れそうな私たちと、風切音を響か
せエネルギーを生む風車。違った形で山原の自然を
見せつけられた場所です。

〒905-1502 沖縄県国頭郡国頭村楚洲

サロンふるさと

• 杉本裕一／YAF参加アーティストもみんな大好きな
スナック、みんなの心の「ふるさと」

〒905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名313

cafe & coworking 
HENTONA LOUNGE

• 杉本裕一／やんばるアートフェス・辺士名会場の拠
点となるカフェ。辺士名商店街で展示するアーティス
トたちのコーディネートもしてくれている。

〒905-1411 沖縄県国頭村辺土名119-6 Yビル  1F

宮里菓子店
• 湯浅要／辺土名商店街に行く時は立ち寄るお店で
す。まだお店のケーキ全てを制覇できてませんが、一
番好きなのはバナナボートのケーキです。バナナ
ボートは片手で食べられるので、帰りの車の中で食べ
たりします。

〒905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名117

• BAKIBAKI／2017年やんばるアートフェス打ち上げ
の際に制作した思い出の作品。翌年にも訪れて完成
させました。

〒905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名

辺土名商店街辺士名ラウンジ
前のBAKIBAKI壁画

味乃家
• 杉本裕一／コロナ禍で閉まっているお店が多かっ
た頃、テイクアウトで食事を提供してくれた思い出の
お店。

〒905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名2123

YANBARU HOSTEL

• 高木真希人／超絶おしゃれ空間。
〒905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名1429

Yui Cafe

• SIDECORE（diego）／一緒に活動している映像ディレ
クターの播本さんが、この道の駅に行くと必ず黒糖
シュークリームを奢ってくれます。とても美味しいです。

〒905-1412 沖縄県国頭郡国頭村奥間1605

ダールバー

• 佐々木真純／大人数で困ったらここ一択。
〒905-1416 沖縄県国頭郡国頭村鏡地248

• 金島隆弘／国頭の道の駅にある山原猪豚料理が味
わえる名店。ボリュームもすごい！

〒905-1412 沖縄県国頭郡国頭村奥間1605

わぁ～家～

炭焼居酒屋 とっくり屋
• 佐々木真純／食事に困ったらここ一択。

〒905-1416 沖縄県国頭郡国頭村鏡地272

国頭港食堂
• 丹羽優太／海鮮絶品。
• 飛生アートコミュニティー／魚定食が安定の美味し
さなので連日ランチしてます。
• 副産物産店／作品設営時の作業の疲れを癒してく
れた海の幸がたまりません。

〒905-1415 沖縄県国頭郡国頭村浜477-1

国頭港食堂の前の海岸 

• 副産物産店／流木がたくさん落ちていて拾うことが
できるスポットです。

〒905-1415 沖縄県国頭郡国頭村浜

与那覇岳の湧水
•  永澤嘉務／沖縄では湧水が全土各地に点在し、
人々の豊かな生活を育んできました。湧水で淹れる
コーヒーは格別です。

〒905-1412 沖縄県国頭郡国頭村奥間

• SIDECORE【ハリー】／「アハダム」の形の植木がか
わいい。
• 佐々木玲央／事前のリサーチ、会期中、会期中深夜
の三回訪れた。国頭村に生きる固有の植物や昆虫、
蛇などを観察した。ダム巡りをしていた中でも生き物
に多く出会えたダム。

〒905-1504 沖縄県国頭郡国頭村安波1301-3

安波ダム

• 金島隆弘／森林の中の自然の遊歩道での難易度の
低いハイキングの先に、滝がある美しいスポット。

〒905-1415 沖縄県国頭郡国頭村浜

比地大滝

民泊サーベイ 

• 寺本愛／滞在中、塩屋小学校からすぐ近くの民宿に
お世話になりました。制作中に飲めるよう温かいコー
ヒーを持たせてもらったり、見晴らしのいい高台まで
車で連れて行ってもらったり、ご夫妻のホスピタリ
ティ溢れる宿でした。

〒905-1311 沖縄県国頭郡大宜味村塩屋511

パーラー本部チキン
• 山内悠／YAF初年度に滞在制作でお世話になった
場所。唐揚げが有名で宿泊もできる。

〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬2045

• 仲程長治／絶景ポイント！ 駐車場あり。
お子さまは要注意です。

〒905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底

ワルミ大橋

• 杉本裕一／今帰仁村にあるおしゃれな飲食店。内
装や食器のセンスも素敵。

〒905-0401 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根278-3

PĀRAMITĀ・波羅蜜

• 杉本裕一／蛇口から泡盛が出てくる！
〒905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村字今泊3570

昭和居酒屋北山食堂 今帰仁店

• 仲程長治／羽地内海が一望できるポイント！
撮影スポットです。

〒905-1154 沖縄県名護市呉我1460-2

嵐山展望台

• 飛生アートコミュニティー／塩屋滞在には欠かせな
い刺身のお店。

〒905-1144 沖縄県名護市仲尾次324

与那嶺鮮魚店

• 杉本裕一／アイスクリームではなく、アイスクリンの
お店。本部の高台にある素敵なお店。

〒905-0216 沖縄県国頭郡本部町浜元950-1

アイスクリンカフェ アーク

名護市立屋部小学校にある
2本のデイゴの木

• usaginingen／usaginingenがYAFのプロジェクトと
して制作したパフォーマンス作品「きせきのデイゴ」の
テーマとなったデイゴの木。

〒905-0007 沖縄県名護市屋部47

リサイクル  あがりえ

• 金島隆弘／名護の激シブセカンドマーケット。
〒905-0021 沖縄県名護市東江4丁目24-9

道の駅「許田」
やんばる物産センター

• 杉本裕一／やんばるの入口に位置する道の駅。ここ
のサーターアンダギーが一番おいしい。

〒905-0024 沖縄県名護市許田17-1

おすすめスポット
Recommended Spots
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山原工藝店

• クラフト部門チーム／やんばるのクラフトがあつま
るセレクトショップです。やんばるの作家さんの表現
の場としてなくてはならない大切なお店です。
• 飛生アートコミュニティー／県北の作家の作品に出
逢え、スタッフさんとのお喋りも嬉しい。毎回買い物し
ちゃいます。

〒905-1415 沖縄県国頭郡国頭村浜521-1

(ローソン国頭浜店隣)

※2月中旬以降は旧喜如嘉小に移転予定


