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沖縄長寿のヒケツとは？沖縄長寿のヒケツとは？
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※放送日時・内容は変更する可能性があります。

ホームページで放送した作品の紹介を行っています。
http://www.nhk.or.jp/okinawa/
program/mypic.html

放送予定

9月15日火～18日金、24日木、25日金、
28日月～10月2日金、5日月

9月15日火～18日金、24日木、25日金、
28日月～10月2日金、5日月

10月6日火～9日金、13日火～16日金、19日月、20日火10月6日火～9日金、13日火～16日金、19日月、20日火
渡名喜村立　渡名喜小学校

沖縄市立　中の町小学校

国頭村立　佐手小学校
10月21日水～23日金、26日月～30日金、
11月2日月、4日水～6日金、9日月

10月21日水～23日金、26日月～30日金、
11月2日月、4日水～6日金、9日月

放送：おきなわHOT eye

「冨崎野ぬ手なーまゆんた」伊藤幸太　大工哲弘

沖
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り
沖縄県域

10月9日[金]
午後8：00～8：43

総合

鼻毛に白いものが混じっているのを見つけたマイケルは、忍び寄る老いが急に恐ろ
しくなってしまう。長生きをして世界中の美味しいものを食べつくしたいと切に願
うマイケルは、家族を連れて沖縄へ。伝統的な沖縄料理が長寿にいいらしいという
話を聞き、自らの舌でその真偽を確かめるためだった。
「英国一家日本を食べる」とは？日本料理に魅せられた英国人フード・ライターが、取材のため家族を連れて日本に
やってきて、100日に渡り全国各地を旅してしまうアニメです！

“馴染ミステリアスな食文化”をテーマに、
福岡・宮崎・沖縄の３地域が激突。
地元局アナウンサーとご当地タレントのコ
ンビが、そのルーツをぶっつけ本番の取材
で探ります。沖縄局からは、「みそ汁」を
テーマに、澤田彩香アナが参戦！

長寿のヒケツ

「おもしろグルメのルーツを探せ」

「沖縄県庁を解散す」。戦中最後の沖縄県知事・
島田叡が、戦時下の過酷な状況で、貫こうとした信念
と決断とはなにかを探ります。
「英雄たちの選択」とは？ＢＳプレミアムの人気番組です。
英雄たちの「脳内」に深く分け入り、選択の崖っぷちに立たされた英
雄たちが体験したであろう葛藤を、独自アニメーションなどを駆使して
シュミレーションします。毎週木曜日　午後8：00～

ⓒＮＨＫ, ＮＥＰ

[総合] 全国放送

10月15日[木]
午前0:40～1:00

[総合] 九州沖縄

10月16日[金]
午後８：００～８：４３

[総合] 沖縄県域

10月24日[土]
 午後4：00～4：59

「“命どぅ宝”～沖縄県知事 島田叡からの伝言～」
ＢＳプレミアムで放送した話題の番組を、沖縄県向けに総合テレビで放送します！

民謡師弟特集 ・ 番外編

月 スケジュールの10
沖縄ミュージックジャーニー 沖縄県域 ２日（金） 午後６：００～６：５０
沖縄の歌と踊り「民謡師弟特集・番外編」 沖縄県域 ９日（金） 午後８：００～８：４３
英国一家日本を食べる「長寿のヒケツ」 全国放送 １５日（木） 午前０：４０～１：００
きんくる 沖縄県域 １６日（金） 午後７：３０～７：５５
きん☆すた「おもしろぐるめのルーツ」を探せ 九州沖縄 １６日（金） 午後８：００～８：４３
妄想ニホン料理「岩手がんづきVS沖縄・宮古島なびぱんびん」 全国放送 ２３日（金） 午後８：００～８：４３
英雄たちの選択「“命どぅ宝”～沖縄県知事　島田叡からの伝言～」（再放送）
 沖縄県域 ２４日（土） 午後４：００～４：５９
沖縄熱中倶楽部１０月号 全国放送 ３１日（土） 午後７：２０～７：５５

沖縄ミュージックジャーニー 沖縄県域 ２日（金） 午後６：００～６：５０
沖縄の歌と踊り「民謡師弟特集・番外編」 沖縄県域 ９日（金） 午後８：００～８：４３
英国一家日本を食べる「長寿のヒケツ」 全国放送 １５日（木） 午前０：４０～１：００
きんくる 沖縄県域 １６日（金） 午後７：３０～７：５５
きん☆すた「おもしろぐるめのルーツ」を探せ 九州沖縄 １６日（金） 午後８：００～８：４３
妄想ニホン料理「岩手がんづきVS沖縄・宮古島なびぱんびん」 全国放送 ２３日（金） 午後８：００～８：４３
英雄たちの選択「“命どぅ宝”～沖縄県知事　島田叡からの伝言～」（再放送）
 沖縄県域 ２４日（土） 午後４：００～４：５９
沖縄熱中倶楽部１０月号 全国放送 ３１日（土） 午後７：２０～７：５５

総合
総合
総合

総合
総合

総合

ラジオ第1

放送

地元で人気の郷土おやつ対決！今回はどんな新たな妄想料理が生み出されるのか？
「妄想ニホン料理」とは？限られたヒントやメニューの「語感」などを手掛かりに、全く土地勘のない都道府県
同士の腕利き料理人が勝手な想像をめぐらせ、奇想天外な料理を作りあげる！

『岩手 がんづきVS沖縄・宮古島 なびぱんびん』
[総合] 全国放送 10月23日[金] 午後８:00～８:43
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さぁたぁちゃんの取材日誌 2015.10

今 理織 ディレクター
こん みちおり

出身地：長野県
趣味：イノ―巡り
好きな沖縄料理：泡盛
記憶に残る取材：
　護郷隊の元少年兵たちへの取材

「バカっ！いまごろ…ガチャ」。７０年前やんばるに存在した、少年ゲリラ部隊・
護郷隊の元少年兵の一人に、取材のため電話した時のことです。護郷隊は日本
軍の中でも秘密の部隊だったため、資料が限られ、証言が取材の命綱。このよう
に戦争当時の体験について知りたいと切りだした途端に断られることもあれば、
何度か手紙をやりとりし、挨拶に伺い、それでも断られることも。取材に応じてい
ただいた中にも、「７０年間で訪ねてきたのはあなたたちが初めて」と快く応じて
くれる方、辛い記憶を言葉にするのは嫌だが、記録に残さねばという使命感から
重い口を開いてくれる方、様々でした。番組にご出演いただいたのは数名でした
が、その背後には数十名の貴重な証言がありまし
た。冒頭の電話の「いまごろ」という、ふりしぼるよ
うな声が忘れられません。過去を暴くようなこと
をしてくれるなということなのか、遅すぎるという
ことなのか―。

『あの日、僕らは戦場で ～少年兵の告白～』取材記（8月11日放送）

20万の“死”を記録する。記憶する。

スタジオ収録

　　　参加者募集！

あそびにきてね
!◆ 場所 ＮＨＫ沖縄放送局（沖縄県那覇市おもろまち２-６-２１）

◆ 出演 小林よしひさ（「おかあさんといっしょ」体操のお兄さん）
上原りさ（「おかあさんといっしょ」パント！のお姉さん）
＊歌のお兄さん・お姉さん、キャラクター（ポコポッテイト）の
　出演はありません。

◆ 参加
    対象

３歳児（平成２３年１１月から平成２４年１１月までに
お生まれのお子様）とその保護者１人
＊親子１組で番組収録に参加していただきます。

◆ 参加
    申込

WEBからのご応募に限らせていただきます。
以下のＮＨＫ沖縄放送局ホームページ、または携帯サイト
の専用申し込みフォームからお申し込みください。
〔ＰＣ・スマホサイト〕　http://www.nhk.or.jp/okinawa/
〔携帯サイト〕

【締切】　平成２７年１０月２２日（木）午後１１時５９分
参加は無料ですが、お申し込みは、現在、受信料をお支払いくださっている
方に限ります。（また、受信料が免除されている方も含みます。）

メニュー TV NHK 地域 沖縄放送局

◆ お問い
    合わせ

ＮＨＫ沖縄放送局「おかあさんといっしょ あつまれ！土曜日」スタジオ収録係

◇お客様番号や受信契約について
◇応募方法について ＮＨＫ沖縄放送局ホームページ

http：//www.nhk.or.jp/okinawa/
098-865-2222（平日 午前9時～午後7時）
098-862-5151（平日 午前10時～午後5時）

ナスとエリンギの
　　　　めんつゆ炒め

シニア野菜ソムリエ
徳元 佳代子さん

畑山 弥保キャスター

【材料・2人分】
・ナス・・・・・・1本（200ｇ）
・エリンギ・2本（150g）
・ミニトマト・・・・・・・・4個
・パセリ（みじん切り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
・バター・・・・・・・・・・・15ｇ
・めんつゆ（3倍濃縮）
・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
・ニンニク（みじん切り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・2片分
・オリーブオイル
・・・・・・・・大さじ1と1/2

1

2

3

4

ナスとエリンギは、厚み７㎜ほどの輪切り
にする.トマトは半分に切っておく。

フライパンにオリーブオイルを熱し、ナスを入れ強火で約１分炒
め、別皿にとっておく。

２のフライパンにバターとニンニクを入れ香りが立ったらエリン
ギを加え、両面に焼き目がついたら、２のナスとトマトを加え、ふ
たをして、中火～強火で３分焼く。

しんなりしてきたら、めんつゆをまわし入れ、さっとからめる。

作り方

5 皿に盛り付け、仕上げにパセリを散らす。

ポイント ◎ナスを水にさらさず、短時間の加熱で栄養を逃がさないこと。
 ◎味付けはめんつゆだけでとっても簡単！！

ナス
の
栄養

ナスニン ・・・ 紫色の部分に含まれているポリフェノールのことで、高い抗酸化力が
　　　　　  あるとされている。
コ リ ン ・・・ 肝機能の改善や血圧を下げる機能性があるとされている。

６月１４日放送のＮＨＫスペシャル「沖縄戦　全記
録」をもとに、インターネットの特設サイトを立ち上
げます。番組で放送した２０万人以上に上る“死”の
記録を、多くの人が犠牲になったガマの映像や住民
の証言を新たに盛り込んで伝えていきます。
１０月１０日公開予定です。番組は多くの反響をいた
だき、日本新聞協会賞を受賞しました。
アドレス
　http://www.nhk.or.jp/war-okinawa/　

NHKスペシャル
「沖縄戦 全記録」

平成27年文化庁芸術祭参加作品として
10月～11月に再放送が決定！

詳細は下記ホームページにてご確認ください。

亡くなった日付や場所が特定されている
8万人のデータを新たに分析

闘いの詳細が
初めて

浮かび上がった

太平洋戦争末期の昭和20年

沖縄戦 全記録  特設サイトがオープンします。

新聞協会賞
受賞



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。

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。

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。

契約種別 2か月払額 6か月前払額 12か月前払額 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

衛星契約
（地上契約を含む）

地上契約

衛星契約
（地上契約を含む）

※消費税8％を含みます。 ※沖縄県の料額です。
※多数一括割引、団体一括割引、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。

継続振込等
2か月払い

口座・クレジット
12か月払い

12,810円

23,585円

6,585円

12,125円

2,310円

4,250円
12,255円

23,030円

6,300円

11,840円

2,210円

4,150円

●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、その種別および
支払区分に従い、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）

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。

受信料額（継続振込等） 受信料額（口座・クレジット）

衛星契約の場合

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

2か月払額

12か月前払額

4,250円×6回=25,500円

23,030円

最大
2,470円
お得！

お手続日

今後のお支払い分

次回振替日は10月26日となります。

口座・クレジット払いを利用すると…

「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。

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。

家族割引
とは?

放送受信料「家族割引」のご案内

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

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

受付時間／午前9:00～午後  8：00
（土・日・祝日も受付）　お問い合わせ

受信契約のお申し込み・ご転居の連絡 受信料関係のお問い合わせ テレビなどの受信に関するご相談

☎0120-151515 ☎0570-077077 ☎0570-003434
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