
めんそーれ

ラスベガス沖縄県人会

へようこそ！

Welcome to Las Vegas
Okinawan Club!

ラスベガス沖縄県人会

メンバー構成

ラスベガス沖縄県人会は、沖縄県出

身者、沖縄に縁のある人、沖縄文化

に関心のある方達で構成されている

ネバダ州ラスベガスにある日本人コ

ミュニティーです。沖縄県出身者以外

には九州、関東、関西地区、東北、ハ

ワイ出身者、アメリカ人など、人種や

国籍、出身地は様々です。２０２２年１

月現在の会員数は個人、家族会員、

ビジネス会員や支援者も含めますと、

約１５０人くらいいます。

県人会の目的

会員の親睦、相互援助、沖縄文化の

普及、継承と保存。

イベント及活動内容

年間行事が３つあります。

● 新年会（２月頃）
● 春のピクニック（４月頃）
● バースデーランチ（１２月）

年間の行事以外には、会員でポット

ラック（一品持ち寄り）してパーティーを

したり、カラオケ、クッキングクラス、

バーベキュー、ランチに行ったり、プー

ルで泳いだり、農園に行ったり、ハイ

キングに行ったりもしています。他に

は秋祭り、盆祭り等、ラスベガスの日

本文化の祭りのイベントにエイサーの

パフォーマンス、ハワイのコミュニ

ティーイベントに出演、参加をしていま

す。

クラス＆グループ

● ママ & キッズグループ
● 青年会
● 沖縄エイサーグループ（週１回も
しくは月に２回）

● 日本料理＆沖縄料理クッキング
クラス

● 三線クラス
● 婦人部
● 琉球舞踊

● ユンタクソーシャルランチ（お喋
りしながらランチ）

年会費

● 個人２０ドル
● 家族３０ドル
● ビジネス４０ドル

会員特典

こちらのレストラン２カ所で１０％オフ

の割引がもらえます！（２０２１年７月

現在）

ラーメン嵐

https://www.ramenarashilv.com
SATAY THAI BISTRO & BAR（割引
対象はレストラン内での飲食のみ）　

http://www.sataylasvegas.com
連絡先

７０２−３５０−２６８９
電話に出れない場合もあるので、７２

時間以内に返事が無い場合はEメー
ルを送って下さい。

Eメール
lasvegasokinawakenjinkai@gmail.co
m
質問、入会希望の方は是非連絡くださ

い。どなたでも歓迎です。

https://www.ramenarashilv.com
http://www.sataylasvegas.com
mailto:lasvegasokinawakenjinkai@gmail.com
mailto:lasvegasokinawakenjinkai@gmail.com


Mensore!

Welcome to Las Vegas

Okinawan Club!

LVOC Members

Las Vegas Okinawan Club consists of

Okinawans, those who have a

relationship with Okinawa or are

interested in Okinawa people and

culture. It is a Japanese community

located in Las Vegas, Nevada. Other

than Okinawans, there are members

from Kyushu, Kanto, Kansai and other

parts of Japan, Hawaiians, Americans,

and people from other parts of the

world with various races, ethnicity, and

nationality.  As of January, 2022, there

are approximately 150 people including

individual members, family members,

business members and supporters.

Purpose

The purpose of the Las Vegas Okinawan

Club is to promote and enhance

Okinawan culture and to share in the

fellowship and support of members.

Activities and Events

3 annual events include:

● New Year’s Party (February)

● Spring Picnic (April/May)

● Birthday Lunch (December)

Other than the annual events, members

get together for potluck, Karaoke,

cooking class, BBQ, lunch, swimming in

the pool, visiting the Gilcrease Orchard,

and hiking. LVOC members also

participate in the local Japanese events

(Obon festival in August and

Akimatsuri/Fall Festival in November

for Eisa Dance performance and local

Hawaiian community events).

Classes and Groups

● Mama Group/ Kids’ Group

● Young Okinawans of Las Vegas

(YOLV)

● Okinawan Eisa Taiko Dance Group

(Every Wednesdays or twice a

month)

● Japanese & Okinawan Cooking

Class

● Sanshin/Okinawan Guitar Class

(Free: Once a week)

● Woman’s Division

● Okinawan Traditional Dance

● Yuntaku Social Lunch (Chatting

over lunch)

Annual Fee

● Individual $20

● Family $30

● Business $40

Member Benefits

Members get 10% off at these 2

restaurants:

● Ramen Arashi

https://www.ramenarashilv.com
● SATAY THAI BISTRO & BAR

(Dine-in only for discount) 　

http://www.sataylasvegas.com
More benefits to come!

Contact

７０２−３５０−２６８９

Please email if you do not hear back

from us within 72 hours.

Email Address

lasvegasokinawakenjinkai@gmail.com

If you have any questions, or wish to

join the Las Vegas Okinawan club

(LVOC), please contact us.

Everyone is welcome! :)

https://www.ramenarashilv.com
http://www.sataylasvegas.com
mailto:lasvegasokinawakenjinkai@gmail.com

