
10月31日（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、

その他、那覇文化芸術劇場 
なはーと小劇場にて、以下の
イベントを開催します♪

観覧方法については、コロナの感染状況により変更になる場合があります。

市制100周年を迎え、これからの100年
も市民の笑顔が広がる元気なまちとなる
よう、SDGｓの観点から、各分野のプロ
フェッショナルと一緒に考えていきます。

次の100年も笑顔広がる元気なまち
NAHAを目指して

NAHA SDGs 
シンポジウム

11/10
14時～17時

水

098-862-9937☎問 企画調整課

「第21回 那覇の景観賞」表彰式とこれか
らの景観まちづくりを考えるシンポジウム
を開催します。良好な景観の必要性やま
ちを良くするためのヒントが得られるイベ
ントです！

美しいまちづくり
フォーラム

11/11
16時半～19時

木

098-951-3246☎
問 都市計画課 都市デザイン室

公共データやテクノロジーの活用による
社会課題の解決を目指す「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。また、「データ活用とその可能
性」をテーマにシンポジウムを開催します。

那覇市の課題解決
アイデアソン＆シンポジウム

11/13
14時～18時

土

098-861-0350☎問 情報政策課

那覇市在住在学の小学生を対象とした
プログラミングコンテストの表彰式を行
います。観覧は関係者のみとなっており
ます。

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

11/13
11時～12時

土

098-951-3212☎問 商工農水課

那覇文化芸術劇場 なはーと【大劇場】
※観覧のお申込みは終了していますが、収録映像を、
　年末にRBCテレビにて放送いたします！

日時
場所

　1921年に那覇市制施行後、100年間の歩みを音楽と映像
で振り返ります！戦前、沖縄戦からの復興、本土復帰、高度経
済成長等を経て、現在に至るまでの激動の100年間を、懐か
しの音楽と一緒に振り返りましょう♪

那覇文化芸術劇場 なはーと【大劇場】
※観覧のお申込みは終了していますが、
　RBCテレビ・ラジオにて生放送でお届けします！

日時
場所

司会 砂邊 由美司会 狩侯 倫太郎

司会 前川 守賢

うちな～芝居

でいご座 仲田 幸子 一行

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
んをお楽しみください。

床屋の福ちゃん
演目

仲田 幸子 仲田 和子 仲田 明美 普久原 明

上間 基 高宮城 実人 平良 大（地謡）

司会 島袋 千恵美

伊良波 尹吉（いらは いんきち）

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
演にもご注目ください！

うちな～芝居
首里上り小　

演目

金城真次

ネーネーズ

戦前の那覇市の様
子や人々の生活、
文化などを振り返
ります。

戦 前1

知名 定男

壺屋から始まった
戦後復興を振り返
ります。

戦後復興2
本土復帰後、730 交
通変更や通貨切替
など、激動の時代を
振り返ります。

復帰と経済成長3

那覇ハーリー、那覇
大綱挽、琉球王朝祭
り首里など、那覇を
代表するお祭りを振
り返ります。

祭りとスポーツ4

石嶺 聡子

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
り返ります。

現代から未来へ5

宮沢 和史

市民からの投稿写真
を交えて、未来の那
覇市を支える子ども
たちの活躍を取り上
げていきます。

エンディング6

山川 まゆみ

イクマあきら

吉田 妙子 金城 真次 知念 亜希

米盛 未来 上原 崇弘 徳原 清文（地謡） 恩納 裕（地謡）

瀬名波 孝子

髙宮城 実人長年にわたり、沖縄の芸
能をけん引してきた3名
によるトークショー。沖縄
の芸能の歴史などにつ
いて、3名ならではの観
点でお話いただきます。

スペシャルトークショー 出演者

出演者

作
瀬名波 孝子、吉田 妙子、
沖縄芝居研究会 他

の間に各種イベントを実施します ！11/7（日）～14（日）

11月7日（日）13時～15時

11月14日（日）13時～15時

琉球歌劇保持者

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
保持者
琉球歌劇
保持者
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一度のお申込みで、2名分のお申し込みが可能です。 

①～③の方法にて、お申込みください。 

 

①応募フォーム（RBCチケット）よりお申込み 

RBC チケットへの会員登録が必要です（会員登録料は無料です）。  

 

②ハガキにてお申込み 

ご希望の公演名、枚数、住所、氏名、年齢、電話番号 を記入してください。

※個人情報は、人数分記入してください。 

郵送先：〒900-8711 琉球放送 事業部 那覇市 100 周年イベント係 

 

③車椅子の方はメールにて応募してください。 

ご希望の公演名、枚数、住所、氏名、年齢、電話番号 を記入してください。 

※個人情報は付き添いの方を含めて 2名分記入してください。 

   メール送付先：jigyou2@rbc.co.jp 

   

  ※応募多数の場合は抽選となります。  

※抽選の際は、那覇市在住の方を優先させていただく場合があります。 

 

 

 

以下の 3つは、10月 24 日（日）申込〆切 です。 

◆芸能公演 「女性三人衆 笑いと芸能 ～なは 100 歳御祝さびら～」 

◆「SDGs シンポジウム」 

◆「第 21 回景観賞シンポジウム」 

 

以下のイベントは、10 月 28日（木）申込〆切 です。 

◆音楽映像イベント 

「つなぐ むすぶ ひらく 100 年 ～音楽と映像で紡ぐ軌跡」 

 

 

 

当選者のみ、メールまたは電話にてご連絡いたします。チケットは、Fami ポー

トでのお受取になります。 

以下の 3つは、10月 28 日（木）当選発表 です。 

◆芸能公演 「女性三人衆 笑いと芸能 ～なは 100 歳御祝さびら～」 

◆「SDGs シンポジウム」 

◆「第 21 回景観賞シンポジウム」 

 

以下のイベントは、11 月 3 日（水）当選発表 です。 

◆音楽映像イベント 

「つなぐ むすぶ ひらく 100 年 ～音楽と映像で紡ぐ軌跡」 

応募締切 

応募方法 

当選発表 


