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那覇市市制 100 周年記念事業

那覇市100歳誕生日セレモニー

那覇市市制 100 周年記念事業

ゆいレール出発式

実施日

実施日

令和3年5月20日

令和3年5月20日

那覇市役所1階ロビー

沖縄都市モノレール那覇空港駅

会　場

会　場

　那覇市市制施行日の5月20日に、市役所1階ロビーにて「那覇市100歳誕生日セレモニー」を開催しました。
　セレモニーでは、市民や那覇市で毎年キャンプを実施している読売巨人軍の原監督をはじめ那覇市に
ゆかりのある著名人からのビデオメッセージを放映しました。
　また、日本郵便沖縄支社から記念切手の贈呈があり、贈呈式には、記念切手に掲載されている那覇市歌
の浄書を担当した、沖縄県立小禄高等学校と首里高等学校の書道部の生徒も登壇しました。
　最後には、城間市長、久高議長とともに那覇市立開南こども園の園児がバルーンリリースに参加し、市
民の皆様からいただいた、100歳を迎える那覇市へのメッセージが貼られたバルーンを飛ばすことで、那
覇市の明るい未来を次世代へと繋ぎました。

　沖縄都市モノレール（ゆいレール）の車輌一編成に、
市制100周年を記念した特別なデザインを施し、運行
開始日の5月20日に、那覇空港駅にて「那覇市市制100
周年記念ラッピング車両出発式」を開催しました。
　デザインは、市民一人ひとりの笑顔を市花のブーゲ
ンビレアで包み、天井部は、沖縄・那覇の空を表現し、
笑顔広がる元気なまちNAHAの明るい未来をイメー
ジしています。
　運行期間：令和3年5月20日～令和4年3月31日
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100周年記念式典

実施日 令和3年10月31日

那覇文化芸術劇場なはーと　大劇場会　場

那覇市市制 100 周年記念事業

記 念 式 典
◆那覇市市制100周年記念及び那覇文化芸術劇場なはーと開館記念式典

　市制100周年及び那覇文化芸術劇場なはーと開館を記念して、令和3年10月31日に記念式典を開催し
ました。新型コロナウイルス感染症の影響により、招待客数を制限しての開催となりましたが、市政功
労者をはじめ、国会議員、沖縄県議会議員、本市議会議員、日頃より、本市政に多大なご協力をいただき、
支えてくださる関係団体等の約500名のご臨席を賜りました。
　第一部では、沖縄の特産品である琉球泡盛の成熟された古酒に少しずつ若い酒を加える「仕

し

次
つ

ぎ」と
いう古酒づくりの手法にならい、那覇市のまちづくりも同様に、伝統の中にも新しい仕組みを取り入れ
る、まちの「仕次ぎ」により、まちにさらなる輝きと風格を生み、また、次の世代へ引き継ぐことができる
よう祈念して、平成9年に購入した泡盛甕への仕次ぎを行いました。また、100周年を記念して製作した
３斗甕に、新たに琉球泡盛を注ぐ甕入れを行いました。
　琉球王国時代の交易の玄関口であった那覇港では、さまざまな人々が行き交い、多種多様な文化芸術
が流入しました。第二部は、那覇文化芸術劇場なはーとが文化を通して人と人とが交流できる文化芸術
の発信拠点となるよう願いを込めて「こけら落しの儀」が披露されました。
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第二部　　「こけら落しの儀 」
　 1　幕開け　「あけもどろ」
　 2　劇場を船に見立て歌にのせ「嘉礼吉の御船」と題し組曲を歌います。
　　① 作田節
　　② 上り口説
　　③ 早稲まづん節（一名 花風節）
　　④ 渡りざう・瀧落菅撹 ・地菅撹 
　　⑤ 江差節
　 3　晴れの場にふさわしい琉球舞踊を披露し、劇場の開館を祝賀します。「 祝賀の舞 」
　　① かぎやで風
　　② 若衆特牛節
　　③ 稲まづん
　　④ 前之浜
　　⑤ かりゆしの舞

第一部
　 1　開式の辞  副市長　知念覚 
　 2　那覇市歌　独唱　ソプラノ歌手　沖縄県立芸術大学　准教授　松田奈緒美
　 3　那覇市市制100周年記念映像　那覇100年の物語  
　 4　市長式辞  城間幹子 
　 5　市議会議長祝辞 久高友弘
　 6　来賓祝辞 内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）西銘恒三郎　様　
　 7　来賓祝辞  沖縄県知事　玉城デニー 様
　 8　姉妹・友好都市メッセージ披露
　　                  日南市長挨拶　髙橋透　様
　　  ビデオメッセージ　ホノルル市長　リック・ブランジャルディ　様
 　〃　　　　　　サン・ビセンテ市長　カヨ・アマド　様
 　〃　　　　　　福州市人民政府市長　呉賢徳　様
 　〃　　　　　　川崎市長　　　　　　福田紀彦　様

　 9　100周年記念琉球泡盛甕入れ・仕次ぎ
　10　祝電披露
　11　閉式の辞  副市長 久場健護

【泡盛甕及び銘柄】
①　仕次ぎを行う泡盛甕（２斗甕）
・平成9年に市内にあった8酒造所の泡盛（8銘柄）を1つの甕に注いだもの。当時と同じ8銘柄を仕次ぎに使用。
・泡盛銘柄（酒造所）…瑞穂（瑞穂酒造株式会社）、守禮（有限会社神村酒造）、瑞泉（瑞泉酒造株式会社）、太平（株式会社津波古酒造）、
咲元（咲元酒造株式会社）、時雨（有限会社識名酒造）、春雨（宮里酒造所）、久米仙（久米仙酒造株式会社）
②　市制施行100周年記念泡盛甕（３斗甕）
・市制施行100周年を記念し、新たに壺屋焼の泡盛甕を製作し、現在市内にある6酒造所と沖縄県酒造協同組合の泡盛の計7銘柄
を1つの甕に注ぐ。
・甕入れする泡盛銘柄（酒造所）…瑞穂（瑞穂酒造株式会社）、
 瑞泉（瑞泉酒造株式会社）、太平（株式会社津波古酒造）、時雨（有限会社識名酒造）、
 春雨（宮里酒造所）、久米仙（久米仙酒造株式会社）、南風（沖縄県酒造協同組合）
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100周年記念ウィーク

那覇市市制 100 周年記念事業

100周年記念ウィーク
　令和3年10月31日にオープンした那覇文化芸術劇場 なはーとにて、那覇市市制100周年記念ウィーク
と題して、11月7日～14日の間に各種イベントを実施しました。

　沖縄戦を乗り越え、長年にわたり、沖縄の芸能
を第一線で支えてきた琉球歌劇の第一人者であり、
那覇市市政功労賞も受賞した、仲田幸子さん、瀬
名波孝子さん、吉田妙子さんの3名による、市制
100周年祝賀芸能公演を実施しました。
　「コロナ禍で日々頑張っている那覇市民を元気
づけたい」と、芸歴約80年、御年約90歳の三名の
パワフルな演舞を見せて頂きました。また、当日
の舞台の様子は、令和3年12月31日に、特番とし
て放送し、沢山の方にお楽しみ頂きました。

　仲良し夫婦の床屋の福ちゃんが、初
めての夫婦喧嘩。お客様（仲田幸子さん）
は、無事、髪を切ってもらえるのでしょ
うか！？でいご座の十八番の床屋の福
ちゃんをお楽しみいただきました。

仲田 幸子

司会
前川 守賢

司会
島袋 千恵美

仲田 明美仲田 和子

上間 基普久原 明 平良 大高宮城 実人

うちな〜芝居

床屋の福ちゃん
演
　
目

でいご座　仲田幸子ご一行出演者

仲田 幸子・瀬名波 孝子・吉田 妙子
3人による芸能イベント

琉球歌劇琉球歌劇
保持者保持者

日時 令和3年11月7日

場所 那覇文化芸術劇場なはーと　大劇場
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長年にわたり、沖縄の芸能をけん引してこられた3名に、
沖縄の芸能の歴史などについて、お話いただきました。

　1人の男を巡るジュリ（女郎）と嫁のケンカが、男の
両親を巻き込んだ大騒動に！初心者でもお楽しみ頂
けるお笑い要素満載の喜歌劇です。中堅、若手役者の
熱演も大きな見どころでした。

うちな〜芝居

首里上り小
演
　
目

伊
い ら は

良波尹
い ん き ち

吉作

瀬名波孝子、吉田妙子、
沖縄芝居研究会　他

出演者

高宮城 実人吉田 妙子瀬名波 孝子

金城 真次 知念 亜希

徳原 清文上原 崇弘 恩納 裕

米盛 未来

　琉球歌劇保持者
   仲田幸子、瀬名波孝子、吉田妙子のスペシャルトークショー

司会　前川 守賢 司会　島袋 千恵美

瀬名波 孝子仲田 幸子 吉田 妙子
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　1921年の市制施行以降、今日の那覇市は、その100年の間にそれぞれの時代を生きてきた各世代の人々がつなぎ、
作り上げてきたものです。
　先人たちの歩んできた100年を音楽と映像で振り返り、本市がこれまで歩んできた軌跡を再確認しました。また、
当日の様子は、テレビ・ラジオにて生放送を行い、たくさんの方にお楽しみいただきました。

戦前の那覇市の様子や人々の生活、文化などを振り返りました。

イクマあきらさんの代表曲「ダイナミック琉球」を、沖縄県立那覇高校吹奏楽部及び、
那覇太鼓の皆様と共に披露いただきました。

司会　狩俣 倫太郎 司会　砂邊 由美

日時 令和3年11月14日 場所 那覇文化芸術劇場なはーと　大劇場

イクマあきら、那覇高校吹奏楽部、那覇太鼓 ♫ダイナミック琉球

ネーネーズ　♫赤田首里殿内　♫黄金の花

オープニング

戦　前

戦後復興
壺屋から始まった戦後復興を振り返りました。

知名定男　♫うんじゅが情きどぅ頼まりる　♫バイバイ沖縄

100周年記念ウィーク



石嶺聡子　♫花　♫カントリーロード

山川まゆみ　ユイユイシスターズ　♫ヒヤミカチ節　♫ユイユイ
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復帰と経済成長

祭りとスポーツ

現代から未来へ

本土復帰後、730交通変更や通貨切替など、激動の時代を振り返りました。

那覇ハーリー、那覇大綱曳、琉球王朝祭り首里など、那覇を代表するお祭りを振り返りました。

セルラースタジアムやゆいレール開業など、近代の那覇を振り返りました。

イクマあきら　花やから　♫MORE ACID BEAT!（もうあしび））



那覇高校合唱部　♫太陽アカラ波キララ

宮沢和史　那覇高校吹奏楽部　♫島唄
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エンディング

エンディング

本市が主催した戦後50周年記念イベント「天に響
とよ

めさんしん3000」において、宮沢和史さんが
作詞作曲をした「太

て ぃ だ

陽アカラ波キララ」を、那覇高校合唱部の9名が歌ってくれました。

宮沢和史さん（THE BOOM）の代表曲「島唄」を、那覇高校吹奏楽部の皆様と共に演奏いた
だきました。

100周年記念ウィーク



宮沢和史　大城クラウディア　平田大一　♫シンカヌチャー
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エンディング

ラジオ生放送も行いましたラジオ生放送も行いました

姉妹姉妹友好都市友好都市

姉妹都市（ホノルル市） 友好都市（福州市）

投稿写真や姉妹友好都市の写真と共に、これから迎える新たな100年への希望を新たにし
ました。



ああああああああ

令和3年11月10日

令和3年11月11日

「NAHA SDGs シンポジウム～次の100年も笑顔広がる元気なまちNAHAを目指して～」
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100周年記念ウィーク

　本市では、「那覇都市景観賞」として、素材や形
態の豊かな表現、緑の演出などでうるおいと風
格のある都市景観に調和した街並みを形成し
ている魅力的な物件を、2年に1度表彰していま
す。本イベントでは、景観賞の表彰式及び、まち
づくりに関連したシンポジウムを開催しました。

　地域課題の解決の推進を通じてＳＤＧｓの
達成を図るため、まちづくりの担い手一人ひと
りの絆をつなぎ、誰一人取り残すことなく、次
の100年も笑顔広がる元気なまちNAHAを目
指し、本シンポジウムを開催しました。

 景観賞シンポジウム



ああああああああ

ああああああああ

令和3年11月13日
那覇市市制100周年記念プログラミングコンテスト2021表彰式
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　公共のデータやテクノロジーを活用するこ
とにより社会課題の解決を図るアイデアを考え、
競うイベント「オープンデータ活用による那覇
市の課題解決アイデアソン」を開催しました。
　令和3年10月からオンラインなどの特別公
開講座を通して、各グループで検討してきたア
イデアの発表及び表彰を行いました。また、シ
ビックテックジャパン代表の福島健一郎さん
をお招きし、「データ活用とその可能性」をテー
マにミニシンポジウムを開催しました。

　那覇市在住学の小学生を対象に令和3年7～
9月に募集し、応募のあった中から市長賞を含
めて8名が表彰されました。プログラミングコ
ンテストを開催することで、那覇市の小学生が
AI、IoTなど日常生活が情報技術や情報技術を
活用した産業で支えられていることを再認識
することや、物事を論理的に考えるプログラミ
ング的思考を身につけて、楽しく、遊び感覚で
将来のキャリア形成に繋げることを目的に実
施しました。

オープンデータ活用による那覇市の課題解決アイデアソンシンポジウム

令和3年11月13日
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那覇市市制 100 周年記念事業

那覇の伝統工芸
～100年の歴史に未来を重ねる～

　令和3年10月31日に新しくオープンした那覇文化芸術劇場 なはーとの小スタジオにて那覇市
の伝統的工芸品を集めた展示会を開催しました。
　本市には、交易で栄えた琉球王国から受け継がれてきた伝統文化が多くあり、その玄関口であっ
た那覇港をイメージした空間に、本市が所蔵する人間国宝や伝統工芸士が手掛けた琉球びんがた、
首里織、琉球漆器、壺屋焼、三線など展示しました。
　その作品を通して先人たちが築いてきた歴史や文化を感じながら、次の時代への新たな船出のメッ
セージを込めています。

市長挨拶 壼屋焼（大皿）

壼屋焼（厨子甕） 琉球びんがた（菱形に水玉草花梅蝶紋様） 首里織（花倉織着尺） 琉球ガラス（花器）

琉球漆器（朱漆牡丹唐草箔絵食籠）

100周年記念ウィーク

実施日 令和3年11月1日～11月14日

那覇文化芸術劇場なはーと　小スタジオ会　場
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那覇市市制 100 周年記念事業

NHKのど自慢 in 那覇市

　那覇市市制100周年・那覇文化芸術劇場なはーとの開館を記念し、NHKのど自慢 in 那覇市を開催しま
した。
　ゲストには沖縄を代表するアーティスト夏川りみさん、DA PUMPの皆さんを迎え、予選会を勝ち抜
いた18組の出場者と共に会場を盛り上げました。

ゲストゲスト

チャンピオンチャンピオン

特別賞特別賞

実施日 令和4年3月20日

那覇文化芸術劇場なはーと　大劇場会　場



23那覇市市制100周年記録誌 

100周年関連事業

100周年関連事業

ゲストゲスト

チャンピオンチャンピオン

特別賞特別賞

募集内容：那覇市100歳の誕生日を祝う動画

令和2年度
応募数：3件
①1921年って何の年？　国際電子ビジネス専門学校　企業賞
②NAHA100　国際電子ビジネス専門学校　奨励賞
③Happy Birthday　沖縄ラフ＆ピース専門学校　奨励賞

令和3年度
応募数：2件
①那覇市の伝統と文化　国際電子ビジネス専門学校　企業賞
②那覇市の風景　沖縄県立名護商工高等学校　奨励賞

　寝台特急｢なは｣は、当初、特急「なは」と
して、1968年(昭和43年)に新大阪～西
鹿児島間を昼間運行した列車でしたが、
山陽新幹線が全線開通した1975年(昭和
50年)に夜間運行の寝台特急となりまし
た。軽量に見えますが、ヘッドマークの重
さは、10㎏を超えます。ヘッドマークは、
那覇市役所本庁舎1階のロビーにて、展示
いたしました。

　那覇市出身の女優　国仲涼子さんと那覇市三大祭りや１００年の歴史を巡るRBCテレビ番組「百年めぐり～那覇の歴史と三大祭り～」
を制作し、令和3年4月21日及び29日に放送しました。
　RBCiラジオでは、那覇市をトークテーマに、テレビでは触れられなかった話やロケの裏側等を語りつくす特別番組を展開しました。 
　また、テレビ番組はプラットフォーム配信を行い、県内外の方も視聴が可能となりました。

沖縄総合通信事務所が毎年行っている「沖縄デジタル映像祭」で沖縄総合通信事務所が毎年行っている「沖縄デジタル映像祭」で
市制100周年を記念した動画を募集しました。市制100周年を記念した動画を募集しました。

7月8日の「なはの日」に合わせて、沖縄都市モノレール株式会社から寝台特急「なは号」の7月8日の「なはの日」に合わせて、沖縄都市モノレール株式会社から寝台特急「なは号」の
ヘッドマークが寄贈されました。ヘッドマークが寄贈されました。

那覇市三大祭り（那覇ハーリー・那覇大綱挽まつり・琉球王朝祭り首里）映像記録制作事業那覇市三大祭り（那覇ハーリー・那覇大綱挽まつり・琉球王朝祭り首里）映像記録制作事業
（経済観光部 観光課）（経済観光部 観光課）
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１．開催趣旨
　1921年(大正10)5月20日、沖縄県で初めて市制が施行され、那覇市と首里市が誕生しました。那覇市は琉球王国時代、港町として発展し、
1879年に沖縄県が設置されてからは県庁所在地となり、首里市は首里城のお膝元、王都として発展した街でした。沖縄戦後、那覇市は首里
市、そして隣接する小禄村･真和志市と合併して、現在の那覇市域になりました。
　本企画展では、市制施行100周年を記念して、王国時代から現代にいたる那覇市の街並みの移り変わりを中心に紹介しました。
２．開催期間
　令和3年5月21日～25日、7月13日～18日（新型コロナウイルス感染症の影響による博物館休館）　　
３．開催場所　那覇市歴史博物館　常設展示室･企画展示コーナー（パレットくもじ４階）
４．展示内容
　琉球王国時代の首里･那覇を掛け軸などの絵画や写真で紹介するとともに、明治期から昭和戦前期、
　沖縄戦、戦後復興期、都市整備など時代に分け、当時の写真や地図、モノ資料の展示を行い、那覇市
　100年の街並みの移り変わりを中心に紹介しました。

１．開催趣旨
　明治から昭和戦前期にかけて、日本本土から多く知識人が沖縄を訪れ、本土とは異なる歴史･文化、風景、民俗に触れ、沖縄での思いを文
字にし、歌に詠みました。
　本企画展では、那覇市市制施行100周年、那覇市と川崎市友好都市締結25周年を記念して、琉球王国時代に詠まれた｢おもろさうし｣や｢
琉歌｣・｢和歌｣、これらを詠んだ琉球の歌人を紹介するとともに、明治期以降、沖縄を訪れ、首里・那覇を詠んだ、安藤佳翠、佐藤惣之助、川東
碧梧桐、折口信夫、山口由幾子、井伊文子、山城正忠、山之口貘などを取り上げ紹介しました。併せて、誌や歌に詠まれた風景を写真パネルや
関係資料を用いて展示を行いました。
２．開催期間　令和3年1月7日～3月7日
３．開催場所　那覇市歴史博物館　企画展示コーナー（パレットくもじ４階）

【100周年記念式典次第】
〇開会宣言
〇市歌静聴
〇議長あいさつ
〇市長あいさつ
〇ビデオメッセージ（歴代議長）
〇記念演舞（那覇市文化協会）

　那覇市歴史博物館において、市制100周年を記念した企画展を開催いたしました。　那覇市歴史博物館において、市制100周年を記念した企画展を開催いたしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市民文化部 文化財課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市民文化部 文化財課）

那覇市議会100周年記念式典那覇市議会100周年記念式典　令和3年11月26日　令和3年11月26日
（那覇市議会（事務局））（那覇市議会（事務局））

企画展１ ｢つなぐ むすぶ ひらく 那覇市制100周年｣記念企画展「那覇の誕生祭～The Centennial Anniversary～｣

企画展２ 那覇市市制施行100周年　那覇市･川崎市友好都市締結25周年記念企画展　｢首里・那覇を詠んだ詩人・歌人たち｣
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100周年関連事業

　令和4年4月12日、13日に那覇市制100周年、沖縄復帰50周年を記念して沖縄セルラースタジアム那覇にて読売巨人軍主催の
公式戦が沖縄で初開催されました。
　「東京読売ジャイアンツVS横浜DeNAベイスターズ」との2連戦を行い、多くのご来場者の皆様の熱気で大いに盛り上がりました。
　試合前には総勢約100人のエイサー演舞や沖縄尚学高等学校の生徒たち約200人による空手演武、東京2020オリンピック　
空手　男子形　金メダリストである喜友名諒選手の始球式並びに世界一の空手の形を披露していただきました。
　試合中は県出身選手が登場すると拍手による大きな声援が送られ、ヒットを打つなど活躍すると会場のボルテージは最高潮に
達するなど、地元愛に溢れる沖縄らしい公式戦となりました。

1.開催趣旨
　本市にある対馬丸犠牲者の慰霊碑である「小桜の塔」は、愛知県旧
丹陽村（現在の一宮市）の「すずしろ子供会」の河合桂会長が寄付を
呼び掛けて建立したものであり、一宮市にとっては縁のある施設です。
　本市と一宮市は令和3年に市制100 周年を迎えることから、一宮
市より記念事業として本市を訪問し、本市の学生と平和学習を行い
たいとの打診があり、本事業が実現しました。
2.目的
　一宮市と本市の中学生が、お互いの地域や歴史、平和等をテーマ
にした意見交換を通して交流を行い、平和に対する意識の高揚や次
の世代へ継承する人材育成を行うことを目的としています。
3.参加者 那覇市中学生（上山中生徒:12 名）、一宮市中学生（生徒:17 名）
4.実施内容

（1）オンライン交流会
（2）対面交流

愛知県一宮市との平和交流事業 愛知県一宮市との平和交流事業 （総務部 平和交流・男女参画課）（総務部 平和交流・男女参画課）

（経済観光部 観光課）（経済観光部 観光課）セルラースタジアム那覇にてプロ野球公式戦セルラースタジアム那覇にてプロ野球公式戦　令和4年4月12日、13日　令和4年4月12日、13日



26  那覇市市制100周年記録誌


