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2001年の連続テレビ小説「ちゅら
さん」の「おばぁ」役を演じ、

一躍全国の人気者となった女優の
平良とみさん。１３歳で劇団

に入り、ずっと沖縄の大衆演劇一筋
に生きてきました。その彼

女が最も大切にしてきたの

が、「うちなーぐちにこそ沖縄

の人々の心が宿る」という思

い。島に生きる人々の苦難や

悲しみを表現し続けた平良さ

んの人生をたどります。

6月１8日[土]
午前５：４０

6月１1日[土]
午前５：４０

沖縄水産高校野球部の元監督、栽弘義さん。
１９７５年春、豊見城高校を率いて甲子園に初出場しベスト８、
旋風を巻き起こします。沖縄水産高校に転じて、９０年夏は沖縄
勢初の決勝進出を果たし、翌９１年夏も準優勝。その戦いは沖
縄の人々に大きな自信を与
えました。沖縄の高校野球の
水準を高め、全国に実力を認
めさせた栽さんの信念を探り
ます。

平良とみ

～沖縄県糸満市・平和祈念公園から中継～
戦後７１年目、いま大きな課題となっているのが戦争体験
の「継承」です。沖縄戦を体験した世代は、沖縄県の人口
の17％以下になっており、これまでのような「待ち」の姿勢
ではなく、「一歩踏み出し、戦争体験に向き合うこと」が求
められています。中継では、犠牲者に祈りをささげるとと
もに、平和への思いを新たにし、同時にこれからの「継承」
の可能性を探ります。

平成28年沖縄全戦没者追悼式

アッキーこと俳優の篠山輝信さんが、母の故郷・沖縄
のことをもっと知りたいと、等身大の出会いを重ねな
がら旅をします。去年は北へ向かい、米軍基地の存在
をあらためて実感した篠山
さんですが、今回は那覇市
の首里城を起点に南下。７１
年前の沖縄戦を実感する旅
に出ます。

アッキーがゆく
もっと沖縄を知りたい！Ⅱ　

6月１５日[水]
午前８：１５

総合　全国放送総合　全国放送 6月23日[木]
11:45～11:54（九州・沖縄）
11:54～12:20（沖縄県域サブch）
12:20～12:45（全国）

総合

12:20～12:55（全国）

日本は言わずと知れた世界最長寿国。そこにはいくつ
もの長寿の秘訣があります。自分たちで生きがいを作
り出した沖縄・小浜島の「平均８４才のアイドルグルー
プ」、外国人がツアーで訪れるという「人間ドック」な
ど。６月５日
「老後の日」を
機に外国人も
驚く日本のシ
ニアパワーと
その秘密を探
ります。 

「ガレッジセールのＮＨＫ劇場 それいけ！うちなー家族！」とは？
川田さんがＮＨＫ営業マンを、ゴリさんとAKB48の宮里莉羅さんが
親子を演じるミニ番組です。受信料をテーマに楽しくお伝えします！

シニア ～Senior Citizens～

6月5日[日]
午後6：00

全国放送

今回の収録を終えて、どんな感想を持ちましたか？Q
川：長い台詞が多く、普段ああいう言い方をしないのもあって、なかなか頭に入ってこなくて
苦戦しましたが、無事に終わって良かったです。新喜劇の台詞だったら、すぐ入ってくるんです
けど（笑）。

川：もう圧倒的なパワーっていうか…。一番思い出に残っているのが「仕事ハッケン伝」。ガ
チで魚屋さんで修行したんですよ。本当に朝5時から夜まで一週間ずっと密着取材でした。
スタッフの心構えと気持ちの強さに驚きましたね。最後には感動して泣いてしまったんです
けど。

Q ＮＨＫと聞くと、どんなイメージをお持ちですか？

Q まだ受信料をお支払いいただいていない方々にメッセージをお願いします。

川：受信料についてちゃんと家族で話し合ったほうがいいと思います。

ゴ：おきなわ新喜劇っぽい感じでやらせてもらったのがすごく嬉しかったです。台本にはない
みんなでベロを出しながら変な顔をするのも、ダメって言われるのかなぁと思ったんですけど、
案外そういうのもＯＫで、やってて楽しかったですよ。

ゴ：「払ってない人は他にもやっぱりいるんでしょ？」っていうのにのまれて、自分も払わなくてい
いっていうのは、後ろめたさが出てくると思うんです。親は子どもにちゃんと正しいことを見せ
るためにも受信料を払ったほうがいいと思うんですよね。

宮：今回をきっかけに、受信料のことがよくわかりました。ＮＨＫの受信料をよろしくお願いし
ます！

ゴ：やっぱりＮＨＫって固いイメージがありますけど、最近は変わりましたよね。ＮＨＫの魅力って、平気で半年でも
一年でも追いかけることができるじゃないですか。だからこそ、録画して何度も見たい番組がたくさん作られて
いる。その上で、最近はより柔軟性も出てきたから、エンターテイメント感が増してきた感じがするんですよね。

宮：最初のうちはすごく緊張していたけど、芸人のみなさんが面白かったので、楽しみながらできました。

宮：家族みんなで見る、という印象があります。Ｅテレが好きで、「忍たま乱太郎」とか「Ｒの法則」をよく見ています。

栽弘義

6月12日[日]
午後１：05

総合　 沖縄県域総合　 沖縄県域

シマには、王朝時代に生まれた古典芸能から、地域の民
俗芸能まで様々な芸能が今なお人々の暮らしの中に息
づいています。こ
うした「ふるさとの
芸能」の中から、地
域独特の振りで継
承されているユ
ニークな舞踊を紹
介します。

ふるさとの芸能
～第７０回沖縄の歌と踊りのつどいから～

「蝶千鳥」　国頭村浜のみなさん

「苦～い」が人気の“ゴーヤー（ニガウリ）”に旬の季節がやってきました。
オリンピック体操元日本代表の田中理恵さんが定番の「ゴーヤーチャンプ
ルー」だけでない絶品ゴーヤー料理を訪ね歩きます。
“おばあ”の健康の秘けつは、生で飲む「ゴーヤージュース」と搾りかすの
「煮物」。琉球料理店からは涼やかに上品にいただく「ゴーヤーの揚げだし」
など、家庭で作れるアイデア料理が盛りだくさん。「極上のヒトサラ」に挑む
のは那覇市のシェフ。ゴーヤーの苦みを生かしたフレンチとは！？

ゴーヤー  ～沖縄県～

6月8日[水]
午後７：３０

全国放送

ガレッジセール
　　　川田さん

ガレッジセール
　　　ゴリさん

AKB48
宮里 莉羅さん

ラジオ第1
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※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の6
沖縄ミュージックジャーニー 3日（金） 午後６：００
COOL JAPAN　「シニア」 5日（日） 午後６：００
Rの法則　「全国女子高校生図鑑 沖縄編」 8日（水） 午後６：５５
食材探検 おかわり！にっぽん「ゴーヤー  ～沖縄県～」 8日（水） 午後７：３０
うちなーであそぼ　昔話「力持ち夫婦」 10日（金） 午前７：２５
きんくる～沖縄金曜クルーズ～ 10日（金） 午後７：３０
あの人に会いたい　「栽弘義」 11日（土） 午前５：４０
沖縄の歌と踊り　「ふるさとの芸能」 12日（日） 午後１：０５
あさイチ  「アッキーがゆく もっと沖縄を知りたい！Ⅱ」 15日（水） 午前８：１５
あの人に会いたい　「平良とみ」 18日（土） 午前５：４０
日曜美術館  「オキナワ 見つめて愛して ～写真家・平敷兼七の世界～」 19日（日） 午前９：００
平成28年沖縄全戦没者追悼式 23日（木） 午前11：45
うちなーであそぼ　童謡「オバケなんてないさ」　 24日（金） 午前７：２５
沖縄熱中倶楽部-6月号- 25日（土） 午後７：２０
アサタビ！ 「海と空と牛と～沖縄県竹富町黒島～」 26日（日） 午前７：４５
ボクと、JUDOと、二つの祖国 ～ブラジル沖縄移民・家族のオリンピック～ 26日（日） 午後９：００

沖縄ミュージックジャーニー 3日（金） 午後６：００
COOL JAPAN　「シニア」 5日（日） 午後６：００
Rの法則　「全国女子高校生図鑑 沖縄編」 8日（水） 午後６：５５
食材探検 おかわり！にっぽん「ゴーヤー  ～沖縄県～」 8日（水） 午後７：３０
うちなーであそぼ　昔話「力持ち夫婦」 10日（金） 午前７：２５
きんくる～沖縄金曜クルーズ～ 10日（金） 午後７：３０
あの人に会いたい　「栽弘義」 11日（土） 午前５：４０
沖縄の歌と踊り　「ふるさとの芸能」 12日（日） 午後１：０５
あさイチ  「アッキーがゆく もっと沖縄を知りたい！Ⅱ」 15日（水） 午前８：１５
あの人に会いたい　「平良とみ」 18日（土） 午前５：４０
日曜美術館  「オキナワ 見つめて愛して ～写真家・平敷兼七の世界～」 19日（日） 午前９：００
平成28年沖縄全戦没者追悼式 23日（木） 午前11：45
うちなーであそぼ　童謡「オバケなんてないさ」　 24日（金） 午前７：２５
沖縄熱中倶楽部-6月号- 25日（土） 午後７：２０
アサタビ！ 「海と空と牛と～沖縄県竹富町黒島～」 26日（日） 午前７：４５
ボクと、JUDOと、二つの祖国 ～ブラジル沖縄移民・家族のオリンピック～ 26日（日） 午後９：００

総合
総合

総合

総合
総合

総合

さぁたぁも
パイナップルが大好きさぁ～♪

関連番組沖縄

　　　 　　　　　　　ヨガの呼吸法やゆっくりと
した動きを取り入れることで、顔の筋肉を刺激して、
しなやかな弾力を取り戻し、血行・リンパの流れ・新
陳代謝を促進します。

顔全体の血行・リンパの流れを促進させて
むくみをとる

1
2

3 1

2

3
4

目を閉じ鼻から息を吸う

手を斜め45度にのばして、親指、人差
し指、小指をたてる。
逆の手の中指でこめかみをひきあげて
首を傾け、ほうれい線を消す。薬指をま
ぶたに添える。
頭を傾けている方向に舌をのばす。
口から長い息を吐くよう意識する（10
秒程度）。

吐ききったら
ぱっと顔を横に広げる

口から吐きながら顔を
中心に寄せる

顔ヨガとは？

ラジオ第1

くちゃくちゃぱっ
目安：1回3セット、朝晩の2回

こめかみリフト 目安：左右1回ずつを2セット、朝晩の2回

疲れがちな休み明けや、
じめじめした梅雨の時期に。
頬を引き締めてすっきりリフトアップ！

効果

・肩に力を入れない　・眉毛をあげない
・額や眉間にしわを寄せない注意 顔の筋肉が下にさがるのを防ぎ、

ほうれい線や二重アゴの解消を
目指します！

効果

監修：
顔ヨガインストラクター
森 あゆみさん

最
後
に
目
を
閉
じ

手
の
形
は
こ
う
で
す

！

リ
ラ
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ギュ〜ッ！

45°

総合 ラジオ第1

初夏香る
グルクンの唐揚げ南蛮

畑山 弥保キャスター
【材料（2人分）】
グルクン（切り身） 1尾分
パイナップル 20ｇ
もろみ酢 12㏄
オリーブオイル 10㏄
片栗粉 適量
塩 少々
コショウ 少々
オリーブオイル（揚げ用）
 適量

1

2

3

4

グルクンの中骨を取り除く。火が通りやすく、ソースに絡みやす
いように格子状に切り込みを入れる。 

1の切り身に塩をまぶす。

パイナップルをさいの目にカットして、もろみ酢とオリーブ
オイルを合わせ、塩・コショウで味をととのえる。

2のグルクンに片栗粉をまぶし、フライパンで揚げる。アツアツ
のうちに3のソースに5～10分ほど漬ける。

お皿に4のグルクンを盛り付けて出来上がり。

作り方

5
初夏が旬のグルクンとパイナップルを使いました。
アツアツのうちにソースにからめることで味を浸み込ませることができます。ポイント

平日午前11：45

この春から「おきなわHOTeye」のキャスターを担当しています。
ニュースを伝えるうえで忘れられない経験があります。
去年９月、旅行で与那国島を訪れました。紺碧の海、草をはむ馬。
素敵な光景でした。３週間後、島を猛烈な台風が襲い、私が訪れ
た集落や港、風車が被害を受けていたのです。これまで以上に、台
風ニュースをはじめ、伝える責任の重さを感じました。
みなさんに少しでも役立つ番組になるよう、ニュースをお伝えし
ます。

E テレ「うちなーであそぼ」のナビゲーター・さぁたぁちゃんと、司会のおねえさんによる約１時間のふれあいイベントです。
アニメ「うちなー昔話」の上映や、さぁたぁちゃんとの記念撮影、ぬり絵など、親子そろって楽しめますよ！

さぁたぁちゃんの取材日誌
中道 洋司

出身地：東京都
担　当：おきなわHOTeyeキャスター
趣　味：旅行、カラオケ、クラシック音楽鑑賞

なかみち ようじ
アナウンサーアナウンサーアナウンサー

仕事やプライベートで訪れた県内の有人

離島は半数以上 ！

波照間島で見た無数の星、西表島の密林、

南大東島のサトウキビ畑、などなど。

それぞれの島に素敵な特徴がありますよね。

児童館にさぁたぁちゃんがやってくる！

さぁたぁちゃんとうちなーであそぼ！

・リズム手遊び、ジャンプ体操
・「うちなー童謡」で手遊び
　（きらきら星など）

1 お遊びタイム
・さぁたぁちゃんとの記念写真
撮影会

６月  ２日（木）　午前１０時３０分～
　　　みどり町児童センター（うるま市みどり町）

６月 16日（木）　午前１０時３０分～
　　　なかきす児童センター（うるま市字豊原）

６月 21日（火）　午前１０時３０分～
　　　桃山公園内体験学習施設やまっち（沖縄市山内）

児童館を利用する０歳～５歳くらいまでの乳幼児の親子の
みなさん。参加無料で入退場自由。

NHK沖縄放送局　098-865-2222
　　　　　　　　  （平日　午前 9：00～午後 6：00）

3 ふれあいタイム

・「うちなー昔話」アニメ上映
・「うちなー昔話」を題材にし
たぬり絵

2 お座りタイム

日時
会場

参加
対象

問い
合わせ

参加
自由

南大東島で釣り体験も！

パインソースで
元気いっパイン！



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いが必要です。
※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8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、受信料額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／午前9:00～午後8：00
（土・日・祝日も受付）　

受付時間／午前9:00～午後8：00
（土・日・祝日も受付）　

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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