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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9
 2日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 「どんぐりころころ」
 2日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 3日（土） 午後７：２０ 沖縄熱中倶楽部 ―9月号①―
 9日（金） 午後７：３０ きんくる ～沖縄金曜クルーズ～ 「祝！五輪種目決定　沖縄空手が世界を駆ける」
 16日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 「鳥になったシギラ」
 17日（土） 午前１１：００ にっぽん縦断 こころ旅　「小浜島の峠道から見た西表島に落ちる夕日」
 22日（木） 午後６：００ Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ「アルバルク東京」対「琉球ゴールデンキングス」
 24日（土） 午後２：０0 第８３回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール　九州・沖縄ブロックコンクール
 24日（土） 午後７：２０ 沖縄熱中倶楽部 ―9月号②―
 25日（日） 午後１：０５ 沖縄の歌と踊り 「歌劇名作選」
 30日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 「ナンジャマース　クガニマース」

 2日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 「どんぐりころころ」
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 22日（木） 午後６：００ Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ「アルバルク東京」対「琉球ゴールデンキングス」
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 30日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 「ナンジャマース　クガニマース」

さぁたぁと

パラリンピックも

応援しようね♪関連番組沖縄

9月17日[土]
午前１１：００

全国放送

ラジオ第1

ラジオ第1

総合

総合

Eテレ 沖縄県域午前７：２５

午後7:309月9金
日

沖縄県域総合

４年後の東京オリンピックの追加種目に選ばれた沖縄発祥の「空
手」。今月のきんくるは、空手の今を大特集！「形」で金メダルを目
指す２６歳の世界王者・喜友名諒選手の姿をはじめ、オリンピック
決定を受けて盛り上がる沖縄の今をたっぷりお伝えします！

「沖縄をもっと深く知りたい！」
  そんな声に応える番組です。

５年に一度、世界中から沖縄県系人が集まる「世界のウチナーンチュ大
会」がいよいよ迫ってきました。
１０月３０日に沖縄セルラースタジアム那覇で行われるグランドフィナー
レには、私、Ｍａｙ Ｊ．もお邪魔します。
皆さんが選んだ「沖縄のうた」を、沖縄のアーティストたちや私が歌い、
その様子を後日、私が司会を務めるＮＨＫ国際放送「Ｊ－ＭＥＬＯ」で
世界に発信します。
ぜひ、皆さんが大切にしている「沖縄のうた」を教えてください！
そして、１０月３０日のグランドフィナーレでお会いできるのを
楽しみにしています！

開幕戦を生中継！
Ｂ.ＬＥＡＧＵＥプロバスケットボール

9月22日[木] 
午後６：００ 「アルバルク東京」対「琉球ゴールデンキングス」
ＮＢＬとｂｊリーグ、長年にわたって２つに分裂していたリーグがついに統一されました。男子トッププロリー
グとして９月２２日に開幕する「Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ」。その歴史的開幕戦をＢＳ１で生中継します！お楽しみに！

「どんぐりころころ」
（八重山バージョン）

9月2日[金]

海の漁が得意な兄と、山仕事が得意
な弟の物語です。乱暴な兄に困り果
てた弟は、竜宮の神に渡されたナン
ジャマース・クガニマースという大き
な塩の玉を使って兄の改心を図りま
すが・・。

「ナンジャマース
　クガニマース」

9月30日[金]

アニメで伝える沖縄の言い伝え。
昔、宮古島にいたシギラという美し
い娘のお話です。ある日、嵐で宮古
島に打ち上げられた中国船。シギラ
は、乗っていた中国の王子を介抱す
るうち、恋に落ちます。しかし、王子
が帰る日が来て・・。

「鳥になったシギラ」
9月16日[金]

「沖縄の歌と踊り」のライブラリーに残る沖縄芝居の名作
を紹介する「歌劇名作選」。今回は、第2弾として「奥山の
牡丹」と「中城情話」を放送します。
「奥山の牡丹」は首里の士族、三郎（さんらー）と身分違
いの娘チラーの波乱に富んだ物語。「中城情話」は首里か
らやって来た侍と許嫁のいる村娘が恋におちる悲歌劇。
劇中の主題歌はデュエット曲として大ヒット、今も歌い継
がれています。

歌劇名作選
ディレクターズ・カット
小浜島の峠道から見た西表島に落ちる夕日

中城情話奥山の牡丹

おなじみの「どんぐりころころ」。八
重山民謡を歌っている金城弘美さ
んが石垣の言葉に置き換えて歌い
ます。歌詞は字幕付き。「ころころ」と
いう言葉がどんな響きになるのか
が聞きどころです。

9月25日[日]
午後１：05

総合　 沖縄県域総合　 沖縄県域

あなたが選んだ「沖縄のうた」を世界に届けます！

祝！五輪種目決定　
沖縄空手が世界を駆ける

２０１１年の放送開始以来、「２０１５春の旅」までの４６０日
間の旅の中から、１０人の監督がそれぞれ１日を選んだ
４５分の特別版です。沖縄からは、竹富町小浜島の回（1
９２日目）をお届けします。
そして、いよいよ９月２６日から「２０１６秋の旅」がスター
ト。沖縄にも１２月にやってきます。皆さんのお手紙をお
待ちしています。詳しくは番組
ＨＰまで。

火野 正平さん
旅人
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※定員（200人程度）になり次第配付を終了します。
※優先入場券（１枚で１人入場可）はお並びの方１人につき２枚まで配付します。
※配付はお１人１回までとさせていただきます。また、優先入場券配付列での待ち
合わせはお断りします。
※座席は自由席です。また、紛失などによる再発行はできません。

第６回世界のウチナーンチュ大会のプレイベ
ントの一環として、「うちなぁジョッキー」の
公開生放送を実施します！沖縄ゆかりのアー
ティストを迎えてトークとライブをお楽しみ
いただきます。
皆様のお越しをお待ちしています♪

人
気

キャ
ラクターと記念撮

影

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（平日）

キ
ャ
ス

タ
ー
体験コーナー

スタジオ見学

おもろまちで
待ってるさ〜♪

おきなわHOTeye
キャスターになろう！

※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。

イマイユのマース煮

【材料・2人分】
クルキンマチ（切り身） 2切れ
塩 少々
かたくり粉 適量
サラダ油 適量
アサリ 80g
料理酒 200cc
水 120cc
島豆腐 3切れ
プチトマト 3個（輪切り）
シークヮーサー 2個（輪切り）
コ―レーグース 小さじ1/2
コリアンダー 適量

1

2

3

4

暑い日にさっぱり

切り身に塩をふり、かたくり粉をまぶしてフライパンで焼く。両
面焼き目をつけ、香ばしさを加える。

別のフライパンにアサリ、料理酒を入れ酒蒸しにする。アルコー
ルが飛んだら水を加え、島豆腐、プチトマトを入れひと煮立ち。

1で焼いた魚、シークヮーサーを入れ、弱火で1～2分程度煮る。

最後にコーレーグースを入れ味をひきしめ、コリアンダーを
盛り付けて完成！

作り方

クルキンマチ：高タンパク質・低脂質
アサリ：肝機能アップ・動脈硬化の予防
●「イマイユ」は新鮮な魚のこと。
　今回はクルキンマチを使いました♪

豆知識

畑山 弥保キャスター

NHKに遊びに
行こう♪

ひとりロケに挑戦中！

この春から中道アナと交代で「おきなわHOTeye」を担当するようにな
り、取材やロケに出かける機会が増えました。
「アナウンサーも取材するんですか？」と時々驚かれます。えぇ、する
んです。編集、字幕入れ、何でもします。
最近私がトライしているのが、カメラマン役も一人で兼ねる「ひとりロ
ケ」です。複雑な取材は本職のカメラマンと一緒に行きますが、何とか
なりそうだと思ったら迷わずひとりロケ。
いわゆる「自撮り」も世間ではすっかりおなじみになり
ましたよね。左手でカメラを持って自撮りしつつ、アン
グルを維持したまま右手で箸を持って試食しおいしさを
リポートするという技術も体得しました。もっと精進し
ます。あっ、試食じゃなくて撮る方も…。

さぁたぁちゃんの取材日誌
稲塚 貴一

出身地：熊本県
担　当：おきなわHOTeye
趣　味：
小型機で空を飛ぶこと
三線演奏（子供が小さいのでここ数年
全然練習が…）
アマチュア無線、アウトドアなど趣味多数

いなつか きいち
アナウンサーアナウンサーアナウンサー

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！

8月27日（土）
平成28年

開場：正午　開演：午後0時45分

▶ 観覧 観覧自由。着席スペースについては当日、優先入場券を配付します。
＜配付予定時刻＞　午前１０時
＜配付場所＞　　　ライカムグランドスクエア入口

▶ 会場 イオンモール沖縄ライカム１Ｆ　ライカムグランドスクエア

放送予定
午後１時５分～２時５５分
＜ラジオ第１・沖縄県域＞
（途中、中断ニュースあり）

問い合わせ ＮＨＫ沖縄放送局　
電話 ０９８-８６５-２２２２（平日 午前９時～午後６時）　ホームページ　http://www.nhk.or.jp/okinawa/

平日午前11：45
顔ヨガ

むくみ解消！「あっかんベー」

深呼吸を意識。
おでこにしわがよらないようにする。
舌を引っ込めたとき、目線は戻さず
そのまま。

舌先を三角にとがらせることができない場合は、舌筋が弱い証拠。
鏡を見ながら練習しましょう。

注意

1

2

舌を思い切り下に出し、「はあーっ」と口から息を吐きだす。

出来るだけ長く舌をだし、同時に目線
は上に。

二重あご解消！「三角の舌」

舌先をとがらせて前に出し、天井
に向ける意識をキープ。自然呼
吸。

注意

1

2

手を顔の前に持ってくる。その手に向
かって、舌を思い切り長く突き出す。

そのまま頭を後ろに倒してキープ。

目安：１０秒キープ×３セット

目安：連続５回×１セット

大城
バネサ

司会

（BEGIN）
上地 等

８Kスーパーハイビジョン

スーパーハイビジョンの
試験放送を公開中！

舌を伸ばして息を吐くことで、呼吸が深くなり、
内臓が刺激されるそう。首筋のラインもスッキリし、シャープな顔に。

かりゆし
58

出演

参加
自由

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！

・リズム手遊び、ジャンプ体操
・「うちなー童謡」で手遊び

1 お遊びタイム

・さぁたぁちゃんとの記念写真
撮影会

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

９月 15日（木）
　10：30～ 11：30
　大謝名児童センター

９月 21日（水）
　10：30～ 11：30
　我如古児童センター

９月 29日（木）
　10：30～ 11：30
　赤道児童センター

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皆さ
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時～午後 6時）

日時会場

参加対象

問い合わせ

今回は
宜野湾市



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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