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ラスト・アタック
～引き裂かれた島の記憶～

「 沖縄の三線」
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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8
 2日（火） 午後11:00 宮沢和史の沖縄民謡大全集
 5日（金） 午前7：25 うちなーであそぼ 「百合若武士」
 5日（金） 午後６：00 沖縄ミュージックジャーニー
 　 6日（土）～22日（月） リオデジャネイロオリンピック
 　 7日（日）～21日（日） 第98回全国高校野球選手権大会
 15日（月） 午後８：00 ハートネットTV 「忘れられない、雨～認知症と沖縄戦～」
 15日（月） 午後９：00 ラスト・アタック ～引き裂かれた島の記憶～
 17日（水） 午後10：00 沖縄の歌と踊り　旧盆特集 「歌舞劇・沖縄燦燦」
 19日（金） 午前7：25 うちなーであそぼ 「月にのぼったアカナー」
 19日（金） 午後7：30 美の壺 「沖縄の三線」
 20日（土） 午後２:00 ラジオマンジャック・サマースペシャル　沖縄
 20日（土） 午後9：00 NHKスペシャル 「オキナワ“空白の1年”～戦後はこうして始まった～」
 21日（日） 午後0：30ほか 第８３回NHK全国学校音楽コンクール ―沖縄県大会―
 27日（土） 午後1：05 うちなぁジョッキー
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さぁたぁも三線の練習

してみようねぇ〜♪

関連番組沖縄

1945年6月3日、沖縄戦のさなか、伊平屋島は米軍の上陸を受け、全島民が降伏。突
然の平和が訪れ「奇跡の島」となった。実はこの島には、日本の将校がいた。海軍少
尉・飯井敏雄（いい・としお）、２２歳。数週間前に撃墜され、漂流していたところを島
民に救出されたのだった。戦禍の中でもたくましく
生きる島民たちとの触れ合いは、日米の兵士たちの
心を動かした。敵・味方ではなく、一人の人間として
向き合い、ジェームスとアンドリューという米兵た
ちと、飯井は不思議な友情をはぐくんでいく。3人
の中で何かが生まれようとしたとき、玉音放送後の
特攻、「ラスト・アタック」が全てを断ち切ってしまっ
た・・・。
実話に基づいて描くドキュメンタリードラマ。沖縄
の美しい自然の中に、71年前に交錯した、日米3人
の若者の姿を描き出す。

ラスト・アタック ～引き裂かれた島の記憶～

沖縄の人たちは、三線に並々ならぬ愛情を注いできました。親
が愛した三線には魂が宿ると信じ、家宝として床の間に飾るほ
どです。自然を敬う沖縄の人たちは、さおの材料となる木や、胴
に張る蛇皮に、価値を見出してきました。
さおは、黒く堅い神の木“黒たん”を削り出して、まるで波や風が
たゆたうような曲線美を生み出します。蛇皮を張った胴には、琉
球王国の紋章“三つどもえ”をかたどった布や島々の織物で
作った華やかな胴巻きが飾られます。今回は、その美しい姿形
を鑑賞します。
さらに、人間国宝が奏でる琉球王国時代の古典音楽から、人気
歌手がうたう戦後生まれの民謡・ポップスまで、三線のつややか
な音色も堪能します。

沖縄の三線

8月15日[月] 午後9：0０
全国放送終戦企画・ドキュメンタリードラマ

8月27日[土]
午後1：05

沖縄県域

若い海人・三良（サンラー）と恋人・加那（カ
ナー）の出会いから結婚、出産、それを温か
くみつめる島人たちの物語が、ほとんどセリ
フを使わず、歌と踊りでエネルギッシュに展開されます。
沖縄の暮らしとそこに生きる人々のたくましさと情熱を
描いた「沖縄燦燦」は、海外の演劇祭でも高い評価を得
て、今、最も注目されている歌舞劇です。

歌舞劇・沖縄燦燦
～第７０回ＮＨＫ沖縄の
　　　　歌と踊りのつどい～

さんさん

旧盆特集

8月19日[金] 午後7:30

ラジオ第1

沖縄では、夕焼けのことを「アカナー」と呼んでいますが、
いつからそう呼ばれるようになったのでしょうか。実は、
神様が人間を沖縄に住まわせた当初、キジムナーの弟であ
るアカナーが、地上で働く人間たちのために、ある行動を
起こしたこと
が始まりなの
です。
沖縄の言葉の
由来をアニメ
の昔話で解き
明かしていき
ます。

「月にのぼったアカナー」

飯井敏雄役・大野拓朗

8月19日[金]  午前７：２５

Eテレ

沖縄県域

全国放送

三つ巴模様の胴巻き 人間国宝・照喜名朝一

ネーネーズ

イオンモール沖縄ライカムから
　　公開生放送でお届けします！
（出演者などの詳細は、ホームページでお知らせします。）

オキナワ“空白の１年”～戦後はこうして始まった～ 8月20日[土] 午後9:00
総合 全国放送

8月17日[水] 午後１0：00
沖縄県域

今回NHKは、アメリカ軍の占領直後̶1945年6月から1946年にかけての映像
や、米軍の機密資料、未公開の沖縄の指導者たちの日記等を入手しました。資料
を詳細にみていくと、この時期、アメリカの占領政策は揺れており、まさに沖縄が
「これからどうなるか」が決められていく期間でもあったことがわかってきます。
沖縄は、アメリカでもなく日本でもない、“空白の状態”に置かれながら、次第に
「基地の島」へと変貌させられていったのです。戦後、本土が平和と繁栄をおう歌
する一方、その代償として重い負担を背負った沖縄。“空白の１年”を通して、沖縄
の戦後の歩みと今を考えます。 

総合

総合 ほか
総合 ほか
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豚マメとトウガンのスープ

【材料　４人分】

トウガン ３００ｇ

豚マメ（豚の腎臓） 1個

手羽元 ６００ｇ

しいたけ １本

だし汁 １０カップ

塩 お好み

1

2

3

4

トウガンは、皮をむき、種を取り一口大に切る。

ボイルした豚マメを縦半分に切る。白い部分（尿管）を包丁で取り
除き、一口大にカットする。
（においを取るため、水で３～４回洗い流す）

鍋に出汁を入れ、トウガン、豚マメを投入。
さらに、しいたけ、ボイルした手羽元を入れ、４０分煮込む。

４０分経ったら、塩で味を調える。

作り方

豆知識

【材料　4人分】
あいびき肉 ２００ｇ
オクラ １２０ｇ
緑、赤、黄ピーマン １００ｇ
なす ８０ｇ
玉ねぎ ８０ｇ
ニンニク ３片
オリーブオイル 大さじ２
トマト缶（ダイス） １/２缶
固形チキンコンソメ 1と１/２個
ケチャップ 大さじ3
塩 小さじ１/４
砂糖 小さじ１/４
こしょう 少々
カレーパウダー 大さじ１と１/３
ごはん ４人分
細切りチーズ ８0ｇ
レタス 適量

【トッピング用】
ゆでオクラ 2本
トマト 1/2個

1

2

3

4

オクラと夏野菜のタコライス

オクラは５ｍｍほどの輪切りにする。他の野菜は7ｍｍ角に切る。
ニンニクはみじん切りにする。

フライパンにニンニク、オリーブオイルを入れ中火にかける。香りが
たったら玉ねぎを加え、透きとおったらフライパンの片側によせる。

フライパンのあいたところにひき肉を入れ、かき混ぜずにしばらく
そのままにして脂を焼き付ける。香りがたったら他の野菜を入れて
炒める。

トマト缶、ケチャップ、つぶしたチキンコンソメ、砂糖を入れ、フタ
をして汁気が無くなるまで弱～中火で約１２分煮る。

作り方

5 塩、こしょう、カレーパウダーを入れて、味を調える。

6 皿にレタスとごはんを盛り、５の具、チーズをのせ、最後にトマト、ゆ
でオクラをのせて完成。

◎薬膳ＰＯＩＮＴ「以臓補臓」
ある臓器が弱ったら、その臓器を食べて補おうという、昔から根付いている
考え方だそうです。豚マメとは、豚の腎臓のこと。夏場、弱りがちになる私た
ちの腎臓を助けてくれる、薬膳の智恵のつまったひと品です。

トウガン・豚マメ→利尿作用・むくみ改善、体の熱を取り除く。

ポイント
オクラ→ねばねば成分は食物繊維が豊富で、血糖値の急な上昇を

抑える働きが期待できる。
◎ひき肉をしっかり焼き付けることで、油臭さをやわらげ、肉の
香りを引き出す。

めんそーれ NHK沖縄放送局
開館時間：午前9時30

分～午後6時（8月6日
～21日は土日祝日も開

館）

NHKに遊びに行こう♪
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キッズコーナー

お問い合わせ

畑山 弥保キャスター

我如古 梨乃キャスター

これまでに寄せられた「沖縄のうた」から…

おもろまちで
待ってるさ〜♪

さぁたぁと
遊ぼう♪

おきなわHOTeye
キャスターになろう！

日替わりランチが
オススメです！

野球や相撲など
スポーツ観戦も！

オリンピックを中心とした
試験放送の受信公開を

行います！

皆さんの声をもとに、「第６回世界のウチナーンチュ大会」グランドフィナーレ（１０月３０日）で
アーティストたちの歌う曲が決定します。
グランドフィナーレの様子は、ＮＨＫ国際放送の人気番組「Ｊ－ＭＥＬＯ」が収録し、世界に向けて放送！
当日のＮＨＫスペシャルステージでは、司会のＭａｙ Ｊ．も皆さんが選んだ沖縄のうたを歌います！

「てぃんさぐぬ花」
亡くなった母が昔、姉の結婚式で
歌ってくれました。
ステキな思い出です。（60代女性）

「帰る場所」
ＨＹのこのうたは、私の大好き
な応援歌です！

（40代女性）

「ダイナミック琉球」
現代版組踊のハワイ公演で披露し
た時、言葉は通じなくても会場が
一つになりました。

（20代女性）

海外のウチナーンチュが選んだ「世界に伝えたい沖縄のうた」をミニ番組で放送中。
特設ホームページでもご覧いただけます！

※お客様駐車場をご用意していますが、駐車スペースには限りがありますので、満車の場合はお近くの有料駐車場をご利用ください。

後味はレバーに
似ていますが、
あまりクセもなく

おいしかったです！

日焼けしたあなたに！
ビタミンCもたっぷり♪

ペルー編



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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