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＜お問い合わせ＞        

神奈川県横須賀市大滝町 1-8 西美ビル B1F 

 沖縄ダイニングバー キジムナー内 

   TEL＆FAX：046-826-0642   

☆日時  ： ２０２３年９月２日（土）１０：００～２０：００ 

９月３日（日）１０：００～１８：００ 

※雨天決行・荒天中止  

☆会場  ： 横須賀市役所前公園（神奈川県横須賀市小川町９） 
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■イベント趣旨・目的   

沖縄市コザの雰囲気を漂わせ、東京湾に浮かぶ自然あふれる無人島

「猿島」を有している「横須賀」。そんな魅力にひかれ移り住む沖縄

出身者も多く生活しております。横須賀市民の方もまた沖縄の伝統芸

能や文化に興味をもち、沖縄との交流を深めた活動も増えてきていま

す。横須賀と沖縄の魅力をより多くの方々と共有しようと有志者が集

い、２００８年に「いーちゃ・イチャフェスティバル」（以下当フェ

ス）の第１回目が開催されました。 

現在の当フェスは、会場をいくつかのエリアに分けステージでは沖

縄ポップス・エイサー・沖縄民謡・琉球舞踊等を披露し、飲食エリア

では沖縄料理・泡盛・オリオンビール・横須賀名物の海軍カレー等の

物産販売しております。また来場者参加型のイベントなど様々な楽し

み方が出来るよう工夫されています。第 7 回の開催より２日間連続開

催とし、2019 年は横須賀市、沖縄市、（一財）沖縄コンベンションビ

ューローをはじめ、自治体、協賛企業等のご協力により来場者数約

30,000 人を動員し、成功裏に終わりました。 

また、2019 年度からは「横須賀市と沖縄市」の特設ブースを設け、

「横須賀へ沖縄を 沖縄へ横須賀を」をアピールして行きたいと考え

ています。 

新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、2020～2022 と３年間イベ

ントを休止いたしましたが、今年度も来場者数の拡大をはかり、横須

賀市のまちおこしと沖縄県の観光振興、そして相互の人的交流促進に

寄与し、ここ横須賀から沖縄の素晴らしい魅力を発信していきたいと

存じます。何卒イベントの趣旨をご理解いただき、ご支援・ご協力を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

（一社）横須賀沖縄文化推進事業所 

いーちゃ・イチャフェスティバル実行委員会 

実行委員長 神山 長明 



■イベント概要 

 

１  日  時  20２３年９月２日（土）※雨天決行、荒天中止  

    第１会場  10:00～20:00 

    (仮)第２会場  10:00～16:00 (リドレ横須賀前) 

       
 

   2023 年９月 3 日（日）※雨天決行、荒天中止  

     第１会場  10:00～18:00 

    (仮)第２会場  10:00～16:00 (リドレ横須賀前) 

 

２  会  場  第１会場：横須賀市役所前公園 (横須賀市小川町 9) 

第２会場：LIDRE 横須賀(横須賀市大滝町 2-6) 

   エイサー：横須賀市役所前公園横道路・Y デッキ下広場  

 

３  入場料  第１会場：入場無料  

   第２会場：無料  

 

４  内  容   

【ステージ】沖縄ポップス・エイサー・沖縄民謡・琉球舞踊他  
        

【物産販売】沖縄料理・オリオンビール・泡盛・沖縄物産品・海軍    

カレー他  
        

【イベント・特設ブース】  沖縄三線・エイサー体験  

       横須賀観光案内  

※一部変更の場合有り  

 

５  主  催  いーちゃ・イチャフェスティバル実行委員会  

 

６  共  催  (仮 )LIDRE 横須賀  

 

７  後  援  横須賀市 ,横須賀市集客促進実行委員会 , 

（申請中）  横須賀市観光協会 , 

沖縄県 ,  

 (一財 )沖縄観光コンベンションビューロー  他  

 

８  協  力  京浜急行電鉄株式会社  

 （一社）横須賀沖縄文化推進事業所  他



 

 

 

■目標 

動員数    50,000 人   

募集出店数    30 店舗   

募集協賛企業   100 社（物資協賛含む）  

■ 予算 

協賛金額 1,200,000 広告宣伝費 700,000

出店店舗収入 1,500,000 会場設営費 1,500,000

出演料 120,000

産廃費 150,000

保険料 60,000

安全設備費 100,000

その他諸経費 70,000

計 2,700,000 計 2,700,000

収入（円） 支出（円）

 

■広報体制 

〇新聞折り込み広告  ２0,000 枚配布予定  

都内一部・横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町他  

〇チラシ広告  20,000 枚配布予定  

沖縄関連イベント、首都圏の沖縄料理店･物産店  

市内各商業･店舗･行政施設、  

沖縄県内観光施設（ホテル・レンタカー店等）・飲食店他  

〇ポスター配布   Ａ２版  100 枚配布予定  

主にチラシと同じ  

〇京浜急行  車輛中吊り広告、主要駅 B1 ポスター共貼（案）  

〇メディア各社に向けた取材依頼  

沖縄タイムス、琉球新報、ＮＨＫ、横須賀経済新聞、共同通信社、JCOM

湘南、FM 小田原（案）など  

〇ＦＭ横浜、ＦＭブルー湘南などラジオによる告知  

〇ＷＥＢ媒体による広報   

HP:     http://ichafes.jp 

Facebook：  http://www.facebook.com/ichafes.yokosuka  

Twitter:  @ichafes 

Instagram:  @ichafes_yokosuka 

 

http://ichafes./
http://www.facebook.com/ichafes


■過去実績 

動員数 

2008年 400人

2009年 500人

2010年 340人

2011年 310人

2012年 9,500人

2013年 8,000人

2014年 10,000人

2015年 15,000人

2016年 20,000人

2017年 30,000人

2018年 35,000人

屋内有料イベント

屋外無料イベント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                 

                      

                      

     

                  

                      

                      

                     

                      

過去の出演者（順不同）  

平安隆 with 宮永英一  Ｓｈｙ 

きいやま商店   岡村聡士 

SISTER KAYA 大城クラウディア 

宮良牧子   ＳＯＵＴＨ 

ノーズウォーターズ  永原元 

慶田盛大介  イチャリバーズ 

與那嶺商会  わらぶー 

ＭＥＲＲＹ  ティダパナ 

與平名久乃  ｎａｃｃｉｌ 

東風平高根  世持桜 

YAASUU    平川美香 

兜蟹 

 

儀間神奈川會 横須賀琉神会 

座間奏舞会 琉球創作太鼓 零 

湘琉会 東琉會 久保田守礼会 

名桜エイサー 渡嘉敷流竹扇会 

 

Hula Halau O Pua’en 

米海軍第七艦隊音楽隊 

 

MC マスミ・ロドリゲス 

MC ルンルン金城 

DJ マッシー 

 

他多数出演    



                      

 ■これまでの社会活動 

2011 年  東日本大震災復興支援の義捐金124,494 円  

2012 年  東日本大震災復興支援の義捐金53,784 円  

 

 

■過去メディア掲載  

2015 年 9 月 8 日  

沖縄タイムスより  


