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ホテル代表：TEL.098-960-4321　宿泊予約：TEL.098-966-2589

■【Currentsとは】 瀬良垣の「瀬」は流れ。“Currents” という流れを意味する言葉の中に、移りゆく瀬良垣の光、波、空気のなかで、いつもとは違う自分を発見していただく。ホテルはそこにやさしくもアクティブにも寄り添っていく。そんな思いを込めました。

旧暦の8月8日に行う米寿
（88歳）のお祝い。「トーカチ」
は升のお米を平らにする竹
の棒「斗掻（トカキ）」の沖縄
方言。8升8合のお米と斗
掻などを飾り、ごちそうをふ
るまい盛大に祝う。主役は
黄色の紅型衣装を羽織り、
集まった人の手へお供え物
をおすそ分けするのが習わし。

旧暦8月15日の十五夜にチ
チウガミ（月拝み）を行う日。
小豆をまぶした小判型の豆
餅「フチャギ」を仏壇とヒヌ
カン（火の神）にお供えし、
日ごろの感謝を伝え家族の
健康を祈る。豊作祝いの意
味もあり、それにちなんで 

前後には 大綱引きや「八月
踊り」が行われる地域も。

2019年 9月6日（金）
トーカチ

2019年 9月13日（金）
八月十五日（十五夜）

透明度抜群の海に感動！
水

み ん な じ ま

納島沖シュノーケルツアー
9月の沖縄は、まだまだたっぷり海を楽しめる夏の気候。豊かな自然の

中、魅力的なマリンプログラムで残りの夏をアクティブに過ごしてみま

せんか。ぜひ体験していただきたいのは、スタートしたばかりの「ボー

トで行く水納島沖シュノーケルツアー」。ホテル横の船着き場からボー

トに乗り、瀬良垣の海を北上すること約40分、エメラルドグリーンの

海が輝く水納島沖のシュノーケルポイントへ！ 水納島は、沖縄県北部

に位置する本部（もとぶ）半島の沖合1.5 kmに浮かぶ三日月型の小さ

な島。目が覚めるようなまぶしい青と、思わず声を上げてしまうほどの

透明度の高さ。本島の海では体感できない、手つかずの自然が残る水

納島だからこその感動と興奮の世界が待っています。美しい水面にの

んびりと浮かびながら覗く海中には、惚れ惚れするような珊瑚の群生

が広がり、かわいらしいカラフルな熱帯魚がいっぱい！ 紺碧の海にす

い込まれるようなダイナミックな地形で神秘的な水中景色を味わって

いただけます。行き帰りのボートでは、雄大な空と海との一体感を味

わい、優雅なひとときを。水納島沖の海に抱かれ、非日常の世界へトリッ

プするツアーで、沖縄の夏を楽しみつくしましょう！
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泡盛は今が旬の
シークヮーサーと相性抜群！ 『シラカチバー』では、泡盛をベースにハイ

ビスカスとシークヮーサーで夏の沖縄を表

現したカクテルがおすすめ。天然ビタミン

でお肌や髪に潤いを。健康志向の女性に試

して頂きたい1杯。果実の酸味が引き立つ

泡盛ハイボールは、すっきりとした喉ごし

で爽快な沖縄の味をお楽しみいただけます。

泡盛×シークヮーサーの
魅力をカクテルで。

沖縄の地酒といえば、泡盛。約600年も前から造られていたという歴史深

いお酒で、国内最古の蒸留酒といわれています。甕（かめ）などで寝かせる

風習があり、年月をかけて独自の味に育てるのが楽しみのひとつ。3年以

上熟成させたものは「古酒（クース）」と呼ばれ、時を重ねるほどまろやかな

風味が生まれます。そんな泡盛と相性抜群なのが、沖縄を代表する柑橘果

物、シークヮーサー。旬を迎えたこの時期、熟する前に収穫する「青切りシー

クヮーサー」は、爽やかな香りと酸味がたっぷり！ 沖縄流の飲み方は、ロッ

クや水割りにした泡盛に搾り入れるスタイル。果実の中心に串を刺しギュッ

と搾ると、果汁が串をつたってポタポタと泡盛グラスの中へ。コク深い泡

盛と、すっきり清涼感あふれるシークヮーサーの出会いは絶妙です。また、

血液の循環をよくする酵素「ウロキナーゼ」を含む泡盛と、血糖値や血圧の

上昇を抑える「ノビレチン」を含むシークヮーサーは、健康長寿の源。味わい、

栄養ともに魅力的なコンビネーションをお楽しみください。

ご予約・お問い合わせ　
ザ・アイランド1階 「リゾートセンター」　TEL.098-960-4321／ホテル内線番号：51

料理長がおすすめする
泡盛とともに味わいたい料理

かむほどに旨みが広がる和牛煮込みを、
白味噌和えの濃厚なフォアグラと一緒に。
ゆず香る旬の食材、冬瓜を添えて。

黒毛和牛と冬瓜の炊き合わせ、フォアグラの味噌掛
け／『シラカチ・日本料理』

ふわふわとろとろの卵の下に隠れている
のはゴーヤチャンプルー。苦みと甘みがしっ
かり残り新感覚のおいしさ。

ふわとろゴーヤチャンプルー／『シラカチ・炉端』

2日間かけて仕上げたあぐー豚のラフテー。
濃厚なダシが染み込んだ沖縄伝統の味に
泡盛がすすみます。

あぐー豚のラフテー、煮玉子添え／『シラカチ・炉端』

左：ハイビスカスとシークヮーサーのフレッシュカクテル
　　～瀬良垣スタイル～
右：泡盛ハイボール

クロワッサンアイランドとも！
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※9 : 00～のプログラムは前日19時まで、その他のプログラム
は開始1時間前までにご予約ください。 ※各プログラムには定
員がございます。満席及び機材数によっては、ご参加いただけ
ませんので、ご了承ください。※天候、機材整備等の理由により、
開催時間や実施場所を変更・中止する場合がございます。※す
べてのプログラムは、予告なく変更または中止となる場合がご
ざいます。※プログラムによっては、お子様の体調などを鑑み、
参加をお断りする場合がございます。

CAMP HYATT 
NEW PROGRAM
お子様に向けた
オリジナルの
ワークショップです

素焼きのシーサーに色を付けて“マ
イシーサー”を作ります。粘土でシー
サー作りもOK！

沖縄シーサーに触れよう
［月］15:00［水 /日］9:00   ［金］12:00

120分間／4-6歳

ものづくりの楽しさを味わえるさま
ざまなプログラムをご用意しており
ます。詳しくはお問い合わせください。

クラフト教室
［月/木/日］12:00［火/金］9:00［水/土］15:00

120分間／7-12歳

豊かな自然の中、 
真夏の瀬良垣で アクティブに楽しむ
【全プログラムのご予約・お問い合わせ先】 ザ・アイランド1階 「リゾートセンター」  ホテル内線番号：51

September

PADIは、世界最大のスクーバ･ダ
イビング教育機関です。「瀬良垣
島マリン&アクティビティクラブ」
はPADIの認定を受けており、ライ
センス取得も可能です。

プログラムの詳細は、
こちらから
ご覧いただけます。

For the schedule in
English, scan here.

島ぞうりにお好みの模様を描き、デ
ザインナイフで彫って、自分だけの
オリジナル島ぞうりを作りましょう！

島ぞうり体験
［火］12:00  ［木］15:00  ［土］9:00

120分間／10-12歳（必ず保護者同伴）

※各プログラムには定員がございます。満席及び機材数によっ
ては、ご参加いただけませんので、ご了承ください。※すべての
アクティビティやプログラムは、予告なく変更または中止となる
場合がございます。※天候、海象、潮の干満、機材整備等の理
由により、開催時間や実施場所を変更・中止する場合がござい
ます。※プログラムによっては、お客様の健康状態などを鑑み、
参加をお断りする場合がございます。

WELLNESS PROGRAM 

さわやかな朝の光のなかで、ひとつひとつ丁寧に
基礎的なポーズを取りながら心身の調和をはかり
ます。ひと呼吸ごとに瀬良垣の美しい空気で体が
満たされ、終わった後の爽快感はひとしおです。

瀬良垣モーニングヨガ ★
［毎日］7:00
60分間／12歳以上 プログラムの詳細は、

こちらから
ご覧いただけます。

For the schedule in
English, scan here.

～沖縄の文化に触れよう～  初めての三線体験
［水 /日］15:30

歴史と文化に育まれた琉球の伝統楽器、三線を楽
しく学びます。三線のやわらかな音色が心身に響
きわたり、ゆったりとした流れに身を委ねる心地よ
さを味わえます。

60分間／12歳以上

MARINE PROGRAM 9:00-16:00

※開始1時間前までにご予約ください。※12歳未満のお子様のご
利用には保護者の同伴が必要です。※各プログラムには定員がご
ざいます。満席及び器材数によっては、ご参加いただけませんので、
ご了承ください。※すべてのアクティビティやプログラムは、予告
なく変更または中止となる場合がございます。※天候、海象、潮の
干満、器材整備等の理由により、開催時間の変更や中止となる場
合がございます。※プログラムによっては、お客様の健康状態な
どを鑑み、参加をお断りする場合がございます。※60歳以上75歳
未満の方は、病歴にかかわらず医師の診断の上、医師の同意書が
必要となります。

プログラムの詳細は、
こちらから
ご覧いただけます。

For the schedule in
English, scan here.

ホテルを出港後、東シナ海を周遊しながら沖縄本
島を眺め、海に沈みゆく美しい太陽を鑑賞します。
海風を感じながら、刻々と変わる空や海の表情を
堪能。お飲み物を片手にラグジュアリーな時間を
お楽しみいただけるフリードリンク付きです。

サンセットクルーズ
60分間／3歳以上

NEW

大きなパドルボードの上に立ち、カヌーのようにパ
ドルを使って海を漕ぎ進むウォータースポーツ。
豊かな自然に囲まれた開放的な空間で、足元に広
がる瀬良垣のきれいな海を眺めながら、優雅な水
上散歩をご堪能ください。

SUP（スタンドアップパドル）体験
60分間／10歳以上

カヤックに乗り、おだやかな潮風を体に受けながら
瀬良垣島を１周します。自然と一体になり、海の上
を滑って進むような心地よさ。高い透明度や色鮮
やかな珊瑚など瀬良垣の美しい海を満喫。シュノ
ーケリングが楽しめるプログラムもございます。

シーカヤックツアー
60分間／3歳以上

泳ぎが苦手な方やライセンスをお持ちでない方で
も参加できるダイビング入門コース。浅瀬で簡単な
講習を受けた後、インストラクターとともに、透明
度が高く美しい瀬良垣の海中世界をお楽しみいた
だけます。珊瑚や魚たちとの出会いも興奮もの。

ボートで行く体験ダイビング
120分間／10歳以上

別棟にある『スパカバナ』では、瀬良垣の絶景が広がる
プライベート空間でトリートメントを受けられます。シ
グネチャーメニューの「マインドフルネスアロマセラピー」
は、カラーセラピー、アロマセラピー、中医学に基づく
カウンセリングから、一人ひとりに合ったオリジナルの
オイルをブレンド。あらゆる緊張から解き放ち、心と体
の調和を導きます。深い自然に抱かれているような心
地よさの中で、自身に“気づき”をもたらしてくれる特
別な時間。元気が湧きあがる喜びをご体感ください。

男性必見！ リゾートならではの癒やしの時間をお届けする『スパは

なり』に、男性のみご利用可能な2つのメンズトリートメントが登場

しました。「バック＆ショルダーレスキュー」は、疲れのたまりやすい

背中、肩、ヘッドを集中的にほぐすトリートメント。「ロータス メン

ズヘルシースキン」は、毎日のシェービングからくる乾燥や肌ストレ

スにアプローチ。ダメージをケアし、みずみずしく健康的な肌へと導

きます。快適に過ごせる至極のリラックス空間をご堪能ください。

メンズトリートメントが
新登場！

癒やしの瀬良垣で極上のリラックスを

トリートメント前には、足湯をしな
がら『スパはなり』オリジナルの葛
湯を飲み、ほっとくつろぎの時間を。
「吉野葛」と沖縄産のシークヮーサー、
ドラゴンフルーツをミックスし、フルー
ティーな味わい。体を温め、整腸効
果のある葛は、夏の体内ケアにおす
すめ。こちらの商品は『スパはなり』
で販売もしています。

フェイシャルは、ロータス（蓮の花）など、植物の力が詰まったオイルで
お手入れ。

アロマの香りに包まれながら背中を中心に上半身を解きほぐしたあと、
ヘッドマッサージを行います。

ご予約・お問い合わせ　
ザ・アイランド2階 『スパ はなり』TEL.098-960-4288／ホテル内線番号：60

パドルボードの上で脚、腕、体幹など全身のエクサ
サイズを行います。透明度抜群の海や雄大な自然
を眺め、心地よい海風を感じながら、心も体もウェ
ルネスに。

SUPフィットネス◯

［毎日］9:30
50分間 /12歳以上

観光スポット「万座毛」までクロスバイクでサイク
リング。沈みゆく夕陽を横目に海風を感じながら
爽快に駆け抜けます。広大な海と空が見渡せる断
崖絶壁の万座毛から望むサンセットは絶景です。

万座毛サンセットサイクリング
［月 /水 /金 /日］18:00
60分間 /8歳以上

【プログラムのご予約について】

・★：前日19:00まで　◯：前日21:00まで
・それ以外：開始1時間前までにご予約ください。

女性のとっておきは
マインドフルネスアロマセラピーで。


