
年 月 日 交 流 経 過

安政6年（1859年）
宮古の善宝丸が75日間の漂流の末、多良間村南海岸に漂着し、多良間島
民の2ヶ月の手厚い看護により乗組員7名全員が無事に宮古に帰り着く。

昭和48年～49年
宮古の商船「善宝丸」漂着事件につき、多良間村に問い合わせ資料交換
（花坂蔵之助氏）

昭和50年4月20日 下地朝憲多良間村長が宮古市を訪問。

昭和51年1月10日 花坂蔵之助氏他2名（小林制司氏、伊藤弥市氏）が多良間村を訪問。

昭和51年11月26日
「報恩の碑」贈呈除幕のため、菊池良三宮古市長・吉田徳三市議会議長
一行16名が多良間村を訪問。

昭和52年7月31日
答礼訪問として下地朝憲多良間村長・翁長村議会議長一行20数名が宮古
市を訪問。労務者派遣要請あり。

昭和52年9月3日
小原稔宮古市助役・高岩市郎商工課長・花坂蔵之助中央公民館長が労務
者派遣のため、多良間村を訪問。交換学生申し入れあり。

昭和53年1月4日
労務者30名を宮古製糖多良間工場へ派遣（花坂中央公民館長統導、以下
毎年派遣）。

昭和53年8月 多良間中学校生徒6名、第一中学校で交流学習を実施。

昭和54年5月26日 菊池良三宮古市長、千田真一岩手県議会議員一行が多良間村を訪問。

昭和54年7月3日 愛宕小学校・多良間小学校姉妹校となる。

昭和54年8月 多良間中学校生徒6名、河南中学校で交流学習を実施。

昭和55年1月9日～13日 第一中学校、河南中学校ＰＴＡ一行が多良間村を訪問。

昭和55年8月22日 多良間小学校児童10名、愛宕小学校で交流学習を実施。

昭和56年5月2日 下地朝憲多良間村長、市制40周年記念式典参加のため宮古市を訪問。

昭和57年1月6日 宮古市観光協会・愛宕小学校ＰＴＡ一行が多良間村を訪問。

昭和57年8月 多良間小学校児童10名、藤原小学校で交流学習を実施。

昭和58年5月20日
沖縄県宮古地方市町村・議長会、宮古市を訪問（中宗根玄常村長・翁長
議長一泊）。

昭和60年11月10日
愛宕小学校創立50周年記念式典出席のため、多良間村教育長一行9名
（児童7名）が宮古市を訪問。

昭和62年1月5日～11日
第1次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒13名、引率者3名、ＰＴＡ4
名。

昭和62年10月26日 多良間小学校児童7名、鍬ヶ崎小学校で交流学習を実施。

昭和63年1月4日～10日 第2次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒11名、引率者4名。

平成元年1月7日～13日 第3次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒11名、引率者4名。

平成元年2月6日～8日 多良間中学校生徒7名、引率者2名、第二中学校で交流学習を実施。

沖縄県多良間村との交流の主な動き
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平成2年1月6日～13日 愛宕小学校児童9名、引率者3名　多良間小学校訪問。

平成2年12月24日～26日 多良間小学校児童7名、引率者2名、愛宕小学校で交流学習を実施。

平成3年1月5日～11日 第4次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、引率者4名。

平成3年10月5日～8日
「ふれあい郷土芸能祭」出演のため、多良間村芸能団員14名が宮古市を
訪問。

平成3年10月13日～18日
多良間小学校創立100周年記念式典出席のため、愛宕小児童5名、宮古多
良間会員12名が多良間村を訪問。

平成3年12月19日～22日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者3名が宮古市を訪問。（市制50周
年事業）

平成4年8月22日～26日
「三陸海の博覧会宮古会場」出演のため多良間村芸能団員21名が宮古市
を訪問。

平成4年12月16日～19日
多良間村小中学校児童生徒11名、引率者4名が宮古市を訪問（千徳小、
宮古西中で交流）。

平成5年1月6日～12日
第5次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、佐藤勇逸教育長ほか引
率者3名。

平成5年7月19日～23日
多良間村施行80周年記念式典に蛇口原司議長他2名が出席（グランドピ
アノ贈呈）。

平成5年12月14日～17日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者4名が宮古市を訪問（藤原小、花
輪中で交流）。

平成6年1月8日～14日
第6次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、大森翼教育次長ほか引
率者3名。

平成6年11月1日～2日
菊池長右エ門宮古市長・小本哲観光物産課長・梅沢秘書係長が多良間村
を訪問。

平成6年11月1日 多良間村より多良間村史、八月踊り等を寄贈。

平成6年12月12日～15日
多良間村小中学校児童生徒9名、引率者4名が宮古市訪問（愛宕小、河南
中で交流）。

平成7年1月8日～14日
第7次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、松田辰雄教育次長ほか
引率者3名。

平成7年11月13日～18日
「海生き生き産業まつり」物産販売のため運天宏和多良間村経済課主査
が宮古市を訪問。

平成7年12月11日～14日
多良間村小中学校児童生徒9名、引率者4名、宮古市が訪問（宮古小、第
一中で交流）。

平成8年1月7日～13日
第8次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、吉田武教育次長ほか引
率者2名。

平成8年2月6日～8日
宮古市・多良間村姉妹市村締結式
安里茂男村長他8名が宮古市を訪問。

平成8年5月14日～15日
「姉妹市村締結記念之碑」建立除幕式出席のため、菊池市長、蛇口議長
他11名が多良間を訪問。
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平成8年10月10日～13日
「宮古市活力ｱｯﾌﾟ産業ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」物産販売のため運天多良間村経済課主
査他5名が宮古市を訪問。

平成8年11月1日～4日
姉妹市村締結記念「第１回報恩の翼ツアー」で菅田正一団長他33名が多
良間村を訪問。

平成8年11月22日～25日
姉妹市村締結記念「畜産振興支援」として黒毛和種素牛を提供するた
め、菊池市長、蛇口議長他3名が多良間村を訪問。

平成8年12月9日～12日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者4名が宮古市を訪問（鍬ヶ崎小、
第二中で交流）。

平成9年1月7日～13日
第9次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、佐藤勇逸教育長ほか引
率者2名。

平成9年5月31日～6月1日
姉妹市村締結記念之碑除幕式及び市民総合体育館落成記念式典出席のた
め、安里村長他2名が宮古市を訪問。

平成9年6月19日～24日
陸中宮古太鼓フェスティバルに参加するため、本村恵真教育長団長他11
名が宮古市を訪問。

平成9年9月12日～16日
第7回全国和牛能力共進会に参加するため、兼本武雄収入役団長ほか14
名が宮古市を訪問。

平成9年12月8日～11日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者4名が宮古市を訪問（崎山小、崎
山中で交流）。

平成10年1月10日～15日
第10次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、須藤健一山口小学校
長ほか引率者2名。

平成10年5月7日～9日 安里茂男多良間村長ほか13名が宮古市を訪問。

平成10年11月3日～5日 熊坂義裕市長他9名が多良間村を訪問。

平成10年12月7日～10日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者3名が宮古市を訪問（磯鶏小、津
軽石中で交流）。

平成11年1月9日～14日
第11次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、佐々木敏夫学校教育
課長ほか引率者2名。

平成11年2月10日～14日 「第2回報恩の翼」菅田正一多良間会長ほか20名が多良間村を訪問。

平成11年11月13日～16日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者3名が宮古市を訪問（山小、一中
で交流、父母2名引率）。

平成11年12月6日～9日
多良間小学校児童8名、引率者3名愛宕小学校訪問（姉妹校20周年交流学
習）。

平成12年1月10日～15日
第12次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、木村哲郎第二中学校
長ほか引率者2名。

平成12年2月7日～12日
愛宕小学校児童8名、引率者3名が多良間小学校を訪問（姉妹校20周年交
流学習）。

平成12年2月7日～13日 「第3回報恩の翼」佐藤勇逸団長ほか17名が多良間村を訪問。

平成12年11月11日～14日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者3名が宮古市を訪問（千徳小、宮
古西中で交流）。
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平成13年1月9日～14日
第13次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、中屋定基教育長他引
率者2名。

平成13年1月27日～28日
「さとうきび刈り取りツアー」宮古岩手・陸中宮古ライオンズクラブ員
22名が多良間村を訪問。

平成13年10月11日～13日
市制60周年記念式典出席のため、兼濱朝憲多良間村長・長嶺春勝議長一
行が宮古市を訪問。

平成13年11月10日～13日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者3名が宮古市を訪問（津軽石小、
河南中で交流）。

平成14年1月7日～12日
第14次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、澤内宮古小学校長ほ
か引率者2名。

平成14年7月21日～23日 「多良間村あかり会」父母11名、児童生徒11名が愛宕小学校を訪問。

平成14年11月9日～12日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者3名が宮古市を訪問（花輪小、花
輪中で交流）。

平成15年1月7日～12日
第15次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、平井ふみ子教育委員
長他引率者2名。

平成15年1月31日～2月3日 「第4回報恩の翼」大久保茂団長他10名が多良間村を訪問。

平成15年11月12日～14日
第16次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、澤田惇津軽石中校長
ほか引率者2名。

平成15年11月25日～28日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者4名が宮古市を訪問（鍬ヶ崎小、
第二中で交流）。

平成15年12月20日～22日
多良間村制施行90周年記念式典出席のため、熊坂義裕市長、三上敏市議
会議長ほか1名が多良間村を訪問。

平成16年9月20日～25日
「第5回報恩の翼」八月踊り見学ツアー・細越雅佐浩宮古多良間会幹事
ほか14名が多良間村を訪問。

平成16年11月8日～13日
第17次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、中屋定基教育長ほか
引率者2名。

平成16年11月16日～19日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者4名が宮古市を訪問（宮古小、第
一中で交流）。

平成17年9月30日～10月2日
議長合併記念式典出席のため、下地昌明多良間村長・西平幹が宮古市を
訪問。

平成17年12月20日～22日
熊坂市長、三上市議会議長、波岡地域課長が多良間村を訪問（交流事業
の継続確認）。

平成18年1月9日～14日
第18次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒6名、松田和夫第二中学校
長ほか引率者1名。

平成18年1月20日～23日
「多良間島・石垣他５島巡りツアー」宮古岩手・陸中宮古ライオンズク
ラブ員15名が多良間村を訪問。

平成18年2月6日 姉妹市村締結10周年

平成18年2月6日～9日
多良間村小中学校児童生徒8名、引率者2名が宮古市を訪問（崎山小、崎
山中で交流）。
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平成18年10月26日～28日
行政視察のため、西平幹多良間村議会議長他議員5名、友利議会事務局
長が宮古市を訪問。

平成18年11月29日～12月2日
多良間村小中学校児童生徒5名、福嶺教育長ほか引率者1名が宮古市を訪
問（磯鶏小、津軽石中で交流）。

平成19年1月8日～13日
第19次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、沼崎教育部長ほか引
率者1名。

平成19年2月7日～11日
「第6回報恩の翼」多良間村民との交流ツアー・三浦直志団長以下11名
が多良間村を訪問。

平成19年11月6日～9日
多良間村小中学校児童生徒5名、引率者2名が宮古市を訪問（千徳小、宮
古西中で交流）。

平成20年1月14日～19日
第20次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、宮城貞子高浜小学校
長ほか引率者2名。

平成20年11月25日～28日
多良間村小中学校児童生徒5名、豊見山教育長ほか引率者2名が宮古市を
訪問（藤原小、河南中で交流）。

平成21年1月12日～17日
第21次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、齋藤玲子教育委員ほ
か引率者2名。

平成21年1月28日～31日
善宝丸漂着150周年記念事業として山口副市長、三上議長、金澤総務課
長ほか、民間訪問団15名が多良間村を訪問。

平成21年11月24日～26日
善宝丸漂着150周年記念事業として伊良皆光夫多良間村副村長ほか22名
が宮古市を訪問（訪問団による八月踊り披露、花輪小、愛宕小で交
流）。

平成21年11月24日～27日
多良間村小中学校児童生徒8名、兼本勝正教育委員ほか引率者2名が宮古
市を訪問（花輪小、花輪中で交流）。

平成22年1月9日～10日 合併記念式典出席のため、下地昌明多良間村長が宮古市を訪問。

平成22年1月11日～16日
第22次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、袰岩敏夫鍬ヶ埼小学
校長ほか引率者2名。

平成22年11月30日～12月3日
多良間村小中学校児童生徒8名、兼本勝正教育委員ほか引率者2名が宮古
市を訪問（花輪小、花輪中で交流）。

平成23年1月10日～13日 山本市長、前川議長ほか職員2名が多良間村を訪問。

平成23年1月10日～15日
第23次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、盛合教育部長ほか引
率者2名。

平成23年12月6日～9日
多良間村小中学校児童生徒8名、豊見山教育委員ほか引率者1名が宮古市
を訪問（宮古小、宮古一中で交流）。

平成24年1月9日～14日
第24次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、石宇修一宮古西中学
校長ほか引率者1名。

平成24年12月4日～7日
多良間村小中学校児童生徒８名、雨久教育委員長職務代理者ほか引率者
1名が宮古市を訪問（崎山小中で交流）。

平成25年1月7日～12日
第25次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、佐々木教育長ほか引
率者1名。

平成25年11月26日～29日
多良間村村制施行100周年記念式典に出席するため、山本市長、前川議
長ほか6名が多良間村を訪問。
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平成25年12月10日～13日
多良間村小中学校児童生徒８名、友利哲市教育長ほか引率者1名が宮古
市を訪問（津軽石小、津軽石中で交流）。

平成26年1月6日～11日
第26次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、湯原尚子津軽石小校
長ほか引率者1名。

平成26年12月9日～12日
多良間村小中学校児童生徒８名、知念信雄教育委員長ほか引率者1名が
宮古市を訪問（千徳小、宮古西中で交流）。

平成27年1月5日～10日
第27次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、妻田篤学校教育課長
ほか引率者1名。

平成27年12月8日～11日
多良間村小中学校児童生徒8名、池城三千雄教育長が宮古市を訪問（磯
鶏小、河南中で交流）。

平成28年1月4日～9日
第28次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、藤田博範藤原小学校
長ほか引率者1名。

平成28年2月6日 姉妹市村締結20周年

宮古市で、姉妹市村締結20周年記念祝賀会を開催。
伊良皆光夫村長、森山実夫議長、池城三千雄教育長をはじめ、多良間村
立小・中学校児童生徒17名等、関係者28名が出席。

多良間村小中学校児童生徒は、花輪小、田老一小、花輪中、田老一中で
交流。

平成29年1月10日～13日
多良間村で、姉妹市村締結20周年記念祝賀会を開催。
山本正德市長、加藤俊郎副議長、伊藤晃二教育長をはじめ、第29次宮古
市派遣団児童生徒16名を加えた関係者24名が出席。

平成29年12月5日～8日
多良間村小中学校児童生徒8名、池城三千雄教育長ほか引率者1名が宮古
市を訪問。

平成30年1月8日～13日
第30次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、三浦花輪中学校長ほ
か引率者1名。

平成30年12月
多良間村小中学校児童生徒8名、池城三千雄教育長ほか引率者1名が宮古
市を訪問（千徳小、宮古西中で交流）。

平成31年1月 第31次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、引率者3名。

令和元年12月
多良間村小中学校児童生徒8名、翁長学校教育課長ほか引率者1名が宮古
市を訪問（鍬ヶ崎小、崎山中などで交流）。

令和2年1月
第32次宮古市派遣団多良間村訪問。児童生徒8名、佐藤副市長ほか引率
者2名。

平成28年12月6日～9日
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