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さわ

だ

あや

か

アナウンサーを目指した

ニューヨークから中継をする有

Q.2

かけでした。東日本大震災が

のテーマに関して人に思いを聞

かっこいいと思ったことがきっ
発生してから、一人でも多くの

の前に広がっていたのは、アメリカ軍に
その後、沖縄では本格的な基地建設

感じ、NHK のアナウンサーを

い。大学で専門としていた理系

目指しました。

Q.5 休日の過ごし方は？
今は家でぼーっとしたり、寝た

30日 「沖縄

午前 0：40〜1：23
（29日深夜） 全国放送

普天間ムラ の
記憶（仮）」

現在、移設問題で揺れる普天間基地。今から
６８年前、そこには人々が暮らす

普通の村

が

広がっていました。しかし戦後、アメリカ軍が滑
走路を建設。人々は否応なく、基地と向き合う
ことになりました。「銃剣とブルドーザー」「基地
反対運動」「本土復帰」の中で、村が基地へと

Q.4

好きな食べ物、
苦手な食べ物は？

変えられていった歴史を、証言や資料から辿っ
ていきます。

好きな食べ物はもずく、ほやの
塩辛、グリーンピースのスープ

です。毎日もずくにゆずポン酢

をかけて食べています。沖縄に
来て初めて食べた、もずくの天

大 学３年 生 のとき、車 のプ ロ
ジェクトでヨーロッパの大会に
参戦して、完走したときの写真
です。メンバー皆で達 成 感に
浸って幸せでした!!

ぷらもおいしかったです！

苦手なものは、恥ずかしいです

が、わさびとからしです…。刺

激のないものなら何でも食べら

れます！

Q.6 視聴者の皆さんへ
メッセージをどうぞ
視聴者の皆さんが何かを考えた

が慣れていないので、身体を

報をわかりやすく伝えられるよ

届けられるよう、ニュースや情

休めています。学生時代はいつ

うに頑張ります。沖縄のことを

から離島も含め、いろんなとこ

知っていきたいので、全ての方

ろに行きたいです！

地方発ドキュメンタリー

かりやすく伝えたいです。

り、行動したりするきっかけを

も外に出かけていたので、これ

後史を描いていきます。

分野の取り組みを追いかけ、わ

り、テレビを見たり…新社会人

で、沖縄に来て暑さにまだ身体

苦悩を深めていきます。番組では普天間
と伊江島の人々の証言を軸に、沖縄の戦

の出 会いを大 切に、頑 張りた

Q.3 長所、短所は？
長所は大学時代に培った男気
です( 笑 )。学生時代に航空宇
宙工学を専攻していて、研究
室に女子は私一人だけでした。
車を作りなおして海外ラリーに
参戦するプロジェクトで活動し
たときは、男子と徹夜で作業を
することもありました。
短所は体の疲れを認識できずに
風邪をひいてしまうことなので、
気をつけます！

がはじまり、故郷の地を奪われた人々は

いたり、たくさん勉強したりし

て、発信したい。沖縄での人と

沖縄〜 焦土の島 から 基地の島 へ〜」

よって囲い込まれた広大な軍用地でした。

戦、基地問題、高校野球など

人の命を救いたい、何かできる

ことはないかという思いを強く

「第一回

NHK のアナウンサー、放送人

として 土 台を築くこと。沖 縄

日本人は何をめざしてきたのか

縄。戦後、捕虜収容所から解放された人々

これから沖縄で
やってみたいことは？

働由美子アナウンサーの姿が

全国放送

地上戦でかつてない犠牲者を出した沖

に聞きました！
！

Q.1 きっかけは？

午後１１
：
００〜翌午前０
：
３０

皆さんのお話と自分の五感で

とはお会いできませんが、皆さ
んの思い、沖縄の魅力、たくさ
ん教えてください！

大学生最後の休みにアメリカに
メジャーリーグのキャンプを見
に行ったときの写真です。日本
人メジャーリーガーの頑張る姿
が見られて楽しかったです。

第95回 全国高校野球選手権

沖縄大会

夏の甲子園出場を目指す高校球児の熱い戦いを、生中
継します。ラジオ、テレビの前から球児を応援しましょう!!
日にち

時

間

13 日

3 回戦

午前 9:55 〜 11:55( ラジオ第 1)
午後 0:15 〜 3:00( ラジオ第 1)

14 日

3 回戦

午前 10:00 〜 11:55( ラジオ第 1)
午後 0:15 〜 3:00( ラジオ第 1)

15 日

準々決勝 午前 9:55 〜 11:55( ラジオ第 1)
午後 0:15 〜 3:00( ラジオ第 1)

20 日

準決勝 午前 10:00 〜 12:00( 総合 )
午前 9:55 〜 11:55( ラジオ第 1)
午後 0:00 〜 1:50(Eテレ)
午後 1:50 〜 3:00( 総合 )
午後 0:15 〜 3:00( ラジオ第 1)

21 日

決

勝 午後 1:00 〜 3:30
( 総合・ラジオ第 1)

５日

午後 8：00〜8：38 沖縄県域

沖縄の歌と踊り

沖縄民謡の名曲に舞う
今回は、国立劇場おきなわで開かれた「第６７回
沖縄の歌と踊りのつどい」から、民謡と舞踊の競演。
民謡の名曲にのせて、新進の舞踊家が振り付け、
舞います。演目は「恋し鏡地」「久米阿嘉節」「遊
びションガネー」「富原ナークニー」。唄者と舞踊
家の話題のコラボレーションを紹介します。

遊びションガネー

※試合が雨天などにより順延となった場合、放
送もそのつど変更になります。詳しい放送予
定はデータ放送、または NHK 沖縄放送局ホー
ムページでごらんいただけます。
富原ナークニー

!

今月のおすすめ番組①

新アナウンサ ー

戦後史証言プロジェクト １９４５−２０１５

沖縄の
１日がわかる

夕方のニュース「おきなわ HOTeye」で
大人気の GO! GO! さぁたぁ
さぁたぁとダンスをおどって、もっともっと元気になろう !!

さぁたぁちゃんとおどろう！
！
さぁたぁちゃんと
おどってくれるほいくえん、
ようちえんのみんな、
職場の仲間を大募集 !!

GO! GO! さぁたぁの

午後

ダンスのおどり方、今まで出演してくれたみんなを紹介しているさぁ〜
動画を見ながら練習して、さぁたぁダンスを踊ろう !!

くわしくは
NHK 沖縄放送局

電話

月曜から金曜

ホームページができたさぁ〜

総合テレビ

6:10 〜 7:00

キャスター

松永 安奈

http://www.nhk.or.jp/okinawa/gogosata/index.html

098-865-2222

キャスター

三橋 大樹

キャスター

屋良 歩

神谷 成美

沖縄県域

月〜金

まで

キャスター

午前11
：45

〜午後0
：00

奈 の
安
松 永

旅旅

あんな
こんな

自然と共に生きる

名護市

県内隅々まで旅をして
多くの方に出会って、
たくさん沖縄の魅力を
紹介していきます !!

（6 月 5・12 日放送）

名護地区、羽地地区、久志地区、屋部地区、
屋我地地区からなる名護市。やんばるのまー
さむんと、手つかずの自然を紹介します !!

キャスター
キャスター

本部
町
次の放送

小橋川 結子

７月３・１０日

「沖縄をもっと深く知り
たい」そんな声に応える
番組です。今最も知りた
いテーマを毎回ひとつ選
び、あらゆる手段で解き
明かしていきます。

幻の豚 アグー

大浦のマングローブ林

沖縄はスパイス栽培の北限と言われています。100% や
んばる産の「やんばるスパイス」開発を目標に、畑人
のみなさんが頑張っています !! ( 現在は原料の 58%)

アグーの復元を行った県立北部農林高校では、
アグーを飼育して、畜産から流通まで学ぶこと
ができます。

シーカヤックに乗って、マングローブ林へ。
林のなかでは、カニや、トントンミーを見つけま
した !!

大浜 扶美野

12日

に行
きます
！
！

やんばるスパイス

キャスター
キャスター

沖縄県域
午後 7:30〜7:55

アニメやショートコント
など家族で楽しめる う
ちなーぐち を使った
番組です。
[キャスター]

津波 信一 (タレント)
塚本 堅一 (アナウンサー)
[アシスタント] 川満 彩杏 (タレント)

5日

石敢當

バーキ ( 竹カゴ )

道の突き当たりに立てて、魔よけの役目をする
石敢當。久志地区に沖縄最大級の石敢當があり
ました !!

島袋正敏さんにバーキの作り方を教えてもらい
ました。筋がいいそうです。

Eテレ
午後5：25〜5：30

総合
午後4：50〜4：55
午後0：40〜0：45
午前10：55〜11：00
全国放送

毎月
第一金曜日

沖縄の音楽をゲスト
とともにたっぷり紹
介します。
［M C］ 幸田 悟

思わず行きたくなる
沖縄を紹介します！

27日

午後7：20〜7：55
毎月最終土曜日

藤木勇人

車が通過すると、地面の凹凸によって音楽が聞
こえる「メロディーロード」。照屋朝敏さんが
作曲した民謡「二見情話」が流れます。

［放送予定］

沖縄県域

午後6:00〜6:50

「二見情話」のメロディーロード

沖縄県域

!

今月のおすすめ番組②

沖縄県域

イベントインフォメーション

Event Information
1

Topic

ぜひ
来てね！

が

NHK 映像マップ

石垣

にやってきます!!

みちしる に登場!!

ラジオ体操・みんなの体操会」
のお知らせ

7

放
送：おきなわHOT eye
展示場所：NHK沖縄放送局
１階視聴者プラザ

月 放送展示予定

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会を石垣から公開生放送でお送りします。
午前 6：40 からワンポイントレッスンを行います。ぜひご参加ください。

【日

時】

７月２７日

開場：午前 5：30

開会式：午前 6：00

放送

予定

＜公開録画・公開録音＞

沖縄にも熱い夏がやってきます !!
公開録画、録音に参加して、沖縄の風を全国に届けよう !!

〈返信裏：はがき右〉
〈往信表：はがき左〉

Okinawa Yuntaku

2013.7

去年から、オスプレイ配備をめぐり多くの
方々に話を聞いてきました。

さぁたぁちゃんの

取材日誌

害を受けた女性は、自分や子どもがけがをしな

NHK沖縄放送局

抽選結果を
印刷して
ご返送いたします

かったことを「悔いている」と話しました。け
がを負い、あるいは死んでいれば、普天間基地
は閉鎖され、オスプレイ配備もなかったのでは

〈返信表：はがき左〉〈往信裏：はがき右〉
裏返す

〒900-8535

往信

【放送予定】
【問い合わせ】

声を聞き、伝える責任

に米軍ヘリが墜落。この事故で自宅が壊れる被

宜野湾市民会館（〒901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩 1−1−2）
ＨＹ、きいやま商店、アキダス、サンサナー ほか
藤木勇人（うちなー噺家）、稲塚貴一（ＮＨＫ沖縄放送局アナウンサー）
入場無料 締め切り8月7日 必着 ＊当選通知の発送は8月13日 の予定です。

「真夏のオールスターズ」
係

URL: http://www.nhk.or.jp/michi/

9 年前、普天間基地に隣接する沖縄国際大学

8 月 31日

切手

予定

届け！沖縄の風 真夏のオールスターズ（仮）

予定

うちなーであそぼの「うちなー劇場」
が登場し
ました。うちなー劇場を見て、うちなーぐちを
楽しく覚えよう!!

石垣市

8月31日開催決定!!

【日
時】
【会
場】
【ゲ ス ト】
【司
会】
【応募方法】

みちしる 」に

予定

「NHK 映像マップ

予定

NHK が保存している番組や、歴史的映像から
厳選した 日本の映像 を、インターネットを
介して視聴できる動画サービス、

石垣市中央運動公園

2

予定

場】 《晴天会場》 石垣市中央運動公園陸上競技場
所在地：石垣市字登野城１４０８−１
《雨天会場》 石垣市総合体育館
所在地：石垣市字平得４３９
【出
演】 【体操指導】西川佳克さん
【ピ ア ノ】名川太郎さん
【放送時間】 ７月２７日 午前 6：30 〜 6：40（ＮＨＫラジオ第１・全国生放送）
【参加方法】 参加自由
参加ご希望の方は、当日の午前 5：50 までにお集まりください。
【問い合わせ】 ＮＨＫ沖縄放送局 事業 ０９８−８６５−３６２１
（土日祝除く 午前 10：00 〜午後 6：00）

Topic

仲井真小学校
6月27日 ・7月4日
展示
6月28日 〜7月11日
伊是名村立 伊是名小学校
放送
7月11日 ・7月18日
展示
7月12日 〜7月25日
うるま市立 あげな小学校
放送
7月25日 ・8月1日
展示
7月26日 〜8月8日
那覇市立

【会

切手

ないかと。

〒郵便番号

返信

お客様の住所
お客様の名前

郵便番号
住所
名前
電話番号

＊なお、応募者多数の場合は抽選の
上、1枚で2名様まで入場できる整
理券をお送りします。
＊1歳以上のお子さまから入場整理
券が必要です。
＊インターネットオークション等での
転売を目的としたお申込みは固く
お断りいたします。なお、売買を目
的としたお申込みであると判明し
た場合には、抽選対象外とさせて
いただきます。

9 月 16 日（ ・㊗）【ＦＭ・全国放送】※放送日時は変更になることがあります。
ＮＨＫ沖縄放送局
電話 098−865−2222（土日祝日除く 午前 9：00 〜午後 7：00）

詳しくは NHK 沖縄放送局のホームページをご覧ください。

宜野座村の 80 歳を超える男性は、自宅の真
上を飛行するオスプレイを見ながら、「沖縄の
歴史、県民の気持ちを、本土の方々に少しでも
見つめて欲しい」と切々と話していました。
市井の人々にここまで言わせる現実とは何な
のか。それを全国に発信していく。その責任を
果たし続けなければならないと思っています。

URL: http://www.nhk.or.jp/okinawa/
※放送日時・内容は変更する可能性があります。

山口

健

記者

出身地：東京都豊島区池袋
趣 味：ウォーキング、筋トレ、読書
好きな沖縄料理：イカ汁、チーイリチャー
記憶に残る取材：
移設問題やオスプレイ配備を巡る一連の取材

はみなさまからの受信料で運営されている 公共放送 です。

受信契約とは、放送法という法律で定められた義務です。

テレビを設置したら受信料のお支払が必要です。
※ワンセグ・チューナー付パソコン・カーナビ等を含みます。

●放送法第64条（受信契約及び受信料）
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放
送の受信についての契約をしなければならない。
（以下略）
●放送受信規約第5条（放送受信料支払いの義務）
放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約と
なった月の前月
（受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者につい
ては、当該月とする。）
まで、
１の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表
に掲げる額の放送受信料
（消費税および地方消費税を含む。）
を支払わなけれ
ばならない。
（以下略）

ニュース・大河ドラマ・
連続テレビ小説・紅白歌合戦・
イベントなど、
NHKから生み出されるものは
全て受信料で成り立っています。

口座・クレジット払いを利用すると…
受信料額
（継続振込等）
契約種別

2か月払額

6か月前払額

12か月前払額

地上契約

2,240円

6,390円 12,440円

衛星契約

4,130円 11,780円 22,930円

※消費税を含みます。
※沖縄県の料額です。
※多数契約一括支払、団体一括支払、家族割引、事業所割引、
半額免除を適用する料額は異なります。

受信料額
（口座・クレジット）
契約種別

2か月払額

6か月前払額

地上契約

2,140円

6,100円 11,880円

衛星契約

4,030円 11,490円 22,370円
最大

衛星契約の場合

お手続日

今後のお支払い分

継続振込等
2か月払い

次回振替日は8月26日となります。

口座・クレジット
12か月払い

0

12か月前払額

2,410円

2か月払い

4,130円×6回=24,780円

12か月払い

22,370円

5000

10000

15000

20000

お得！

25000

次回以降のお支払いは、口座振替・クレジットカードで お願い致します。
放送受信料「家族割引」のご案内

家族割引

家族割引申込書をご提出いただき、適用要件を
満たされている場合、
「家族割引」
を適用いたします。

とは?

「同一生計の複数の方がそれぞれの住居の放送受信契
約を締結している場合
（学生・単身赴任など同一生計で
離れて暮らすご家族等）
」
や
「同一の放送受信契約者が
複数の住居で受信契約をしている場合
（別荘・別宅等）
」
を対象に、受信料の半額を割り引く制度です。

お問い合わせ

受信契約のお申し込み・ご転居の連絡
受付時間／平
日 午前9:00〜午後10：00
土・日・祝日 午前9:00〜午後 8：00

☎0120-151515

受信料関係のお問い合わせ
受付時間／平
日 午前9:00〜午後10：00
土・日・祝日 午前9:00〜午後 8：00

☎0570-077077

テレビなどの受信に関するご相談
受付時間／午前9:00〜午後 8：00
（土・日・祝日も受付）

☎0570-003434

