
平成29年

＊予選会 2月25日（土）午前11時40分～
開場 午前11時 開演

会場

午前11時45分

2月26日日 かでな文化センター

in嘉手納

放送予定：平成29年2月26日（日）
　　　　  午後0時15分～1時〈生放送〉
　　　　 【総合・ラジオ第1・国際】

ゲスト  八代 亜紀 ゲスト  吉 幾三

出場・観覧
募集中！
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“真の強さ”を極めたい ～空手家･喜友名諒～

3日（土） 午前０：００
全国放送

全国放送

ご参加ありがとう
　　ございました!!

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の12
 2日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 「ウトゥフィジー 夫振岩」
 2日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 2日（金） 午後7：００ B.LEAGUE 「琉球ゴールデンキングス」vs「仙台89ERS」
 3日（土） 午前０：００ アスリートの魂　“真の強さ”を極めたい ～空手家・喜友名諒～
 9日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「ふるさと」（宮古島バージョン）
 9日（金） 午後７：３０ きんくる ～沖縄金曜クルーズ～
 11日（日） 午後１：０５ 沖縄の歌と踊り　懐かしの「打組踊り」集
 16日（金） 午後１０：５０ ドキュメント７２時間「世界のウチナーンチュ大会」
 19日（月）～
 23日（金） 午前７：４５ にっぽん縦断こころ旅 沖縄編
 22日（木） 午後5：00 ラジオちゃんぷる～
 23日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「カメになったなまけもの」
  24日（土） 午後７：２０ 沖縄熱中倶楽部 ―12月号―
 27日（火） 午後10：00 世界に響け！沖縄のうた ～世界のウチナーンチュ大会グランドフィナーレ～
 28日（水） 午後６：１０ おきなわHOTeye 「年末ハイライト」
 30日（金） 午前９：００ カラフル！「わたしの馬は与那国馬」
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さぁたぁも

ダンクシュート！

してみたいさ〜♪関連番組沖縄

総合
総合

総合

総合
総合

12月11日[日]
午後1：05

総合  沖縄県域

男女のコンビ、または複数の踊り手が掛け合いながら踊る
のが「打組踊り」です。明治以降に生まれた「沖縄芝居」の
幕間舞踊としても人気を博したその魅力をご紹介！

懐かしの「打組踊り」集
～沖縄の歌と踊りアーカイブスより～

空手「形」部門で“いま最も金メダルに近い男”といわれる喜友名諒選手。空手発祥の
地･沖縄に伝わる徹底した指導の中で、突きや蹴りの圧倒的な力強さを身に付けてきま
した。そんな喜友名にとって今年は、２年に一度の世界選手権で初の連覇がかかった大
切な年です。海外勢の台頭もめざましい中、沖縄の空手家として、伝統を体現した“本
当に強い形”で勝利をつかめるのかーー挑戦をつづける喜友名の「魂」に迫ります。

ちばりよ～！
　   琉球ゴールデンキングス

第６回 世界のウチナーンチュ大会 閉幕 12月２日[金] 午後7：00

VS

全国放送

大会レポートはこちら 
　　　　　　　　▶ http://www.nhk.or.jp/okinawa/wuf2016

2週にわたって、10月30日に沖縄セルラースタジアム那覇で行われた
グランドフィナーレの様子を中心に、沖縄特集をお届けします。
〈出演〉BEGIN・ディアマンテス・かりゆし58・May J. 他

感動のグランドフィナーレを沖縄向けに総合テレビで放送！「世界に伝え
たい沖縄のうた」に寄せられたメッセージもご紹介します。お楽しみに！

午前2：40 

関連番組

ラジオ第1

ラジオ第1

午後10：00
12/27 火 沖縄県域
総合

世界に響け！沖縄のうた
～世界のウチナーンチュ大会グランドフィナーレ～

12月19日[月]
　～23日[金]
午前7:45

全国放送

９月２６日から始まった
2016秋の旅。奈良を出
発して、西へと向かい
10の府県を訪ねます。
沖縄にやってくるのは
12月！お楽しみに♪

火野 正平さん

「沖縄編」

旅人

むかしむかし、食事に
文句ばかりつけてちっ
とも働かない男がいま
した。両親が流行り病
で亡くなり、妹と弟が
一生懸命働いて育てた
イモにも文句をつける
始末です。そんなある
晩、妹の夢の中に神様
が出てきて、南に行く
ようにお告げがありま
した…。

「カメになったなまけもの」
12月23日[金]  午前７：２５

Eテレ

沖縄県域

5日（月） 午前0:25
総合

ハワイ＆ブラジル ブラジル&アルゼンチン

アメリカ カナダ ペルー ハワイ

ペルー ボリビア ワシントンDC

ハワイ

あの人気番組が密着取材！大会期間中の国際通り周辺に3日間カメラをすえ、海外
のウチナーンチュたちがどんな事情と思いを抱えて里帰りしたのかに迫ります。

午後10：50
12/16 金 全国放送
総合世界のウチナーンチュ大会

in Okinawa
11/27 日、12/4 日 全国放送

昨年のひとコマ
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島にんじん
　　　ホットケーキ【材料（小さめ、約6枚分）】

島にんじん ２本（約100g）

卵 １個

牛乳 100cc

ホットケーキミックス  １5０ｇ

サラダ油 適量

【オリジナルソース材料】

島にんじん １００g

砂糖 ５０ｇ

シークヮーサー果汁 50cc

1
2
3

島にんじんは、きれいに洗って皮ごとすりおろす。

ボウルに卵と牛乳を入れてしっかりと混ぜる。そこへすりおろし
たにんじんを投入。

2にホットケーキミックスを入れ、ヘラでさっくりと混ぜる。

作り方

6 裏面も焼き色がついたら、オリジナルソースをかけて、出来上がり。

4
フライパンにキッチンペーパーで油を塗って中火でよく温め
る。温まったら弱火にして3の生地を流し入れる。（温めた
フライパンを一度濡れ布巾の上に乗せて冷ますとこげつき
にくくなります。）

5 小さな穴が開いてきて周りの色が少し変わってきたら、ひっくり
返す。

1
2
3

島にんじんをゆでる。

砂糖と一緒にミキサーにかける。

シークヮーサー果汁と合わせて５分煮詰める。

オリジナルソース作り方

平日午前11：45 我如古 梨乃キャスター

栄養

島にんじんは普通のにんじんよりも「カロテン」が豊富！
とくに、皮の部分に多く含まれる。

※カロテン・・・免疫力を高め、皮膚や粘膜を強くする。風邪予防。

ＮＨＫ沖縄放送局と読谷村では、「ベストオブクラシック」公開収録を実施します！
この番組では、第一線で活躍する演奏家のコンサートをたっぷりとお楽しみいただきます♪

観覧は無料ですが、入場整理券が必要です。

菅野よう子『花は咲く』　久石　譲『Stand Alone』
グノー　歌劇「ロミオとジュリエット」より『私は夢に生きたい』　ほか

※就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。
※応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、落選の方には落選通知を、平成２９年１月１７日（火）
頃発送します。

※記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。
※「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。紙・シール等の貼り付け、修正液のご使用もご遠慮ください。
※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し込みは固くお断りします。なお、売買を目的としたお申し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。

ベストオブクラシック　公開収録

2017
1
29

開場：午後２時30分
開演：午後３時
終演予定：午後５時

観覧申込

平成２９年２月「ベストオブクラシック」（ＦＭ・全国放送）
平成２９年３月「クラシック倶楽部」（ＢＳプレミアム）※詳細は決まり次第ホームページなどでお知らせします。

放送予定

ＮＨＫ沖縄放送局「ベストオブクラシック」係
　　　電話 ０９８－８６５－２２２２（平日 午前９時～午後６時）
　　　http：//www.nhk.or.jp/okinawa/
読谷村文化センター　鳳ホール
　　　電話 ０９８－９８２－９２９２（午前９時～午後５時　※火曜休館）
※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料のお願いに使用させていただくことがあります.

問い合せ

締め切り

平成２９年１月10日（火）必着

曲目
会場 読谷村文化センター　鳳ホール（読谷村字座喜味2901）

森 麻季（ソプラノ） 山岸 茂人（ピアノ）

往信用おもて

読谷村文化センター
鳳ホール

「ベストオブクラシック」係

読谷村
字座喜味２９０１

こちらには
何も書かないで
ください。

９０４０３９２
往信

返信用おもて返信用うら 往信用うら

郵便番号
住所
名前

返信 ①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号

平成29年2月26日日
とき

＊予選会 2月25日（土）午前11時40分～
開場 午前11時 開演 午前11時45分

かでな文化センター
嘉手納町字嘉手納５８８番地

ところ

ゲスト  八代 亜紀

出演

放送予定：平成29年２月26日（日）午後０時15分～１時（生放送）＜総合・ラジオ第１・国際＞

ＮＨＫ沖縄放送局では、平成29年度の「放送番組モニター」を募集しています。 応募資格など詳しくはこちら ▼

募集人数 前期１０人、後期１０人

締め切り 平成28年12月８日（木）18時 

問い合わせ： 

出場
申込

往信用おもて

ＮＨＫ沖縄放送局
「のど自慢・出場」係

こちらには
何も書かないで
ください。

９００８５３５

往信

返信用おもて返信用うら 往信用うら

郵便番号
住所
名前

返信

①郵便番号  ②住所
③名前（ふりがな）
④年齢  ⑤性別
⑥電話番号
⑦職業

⑧歌う曲名とその歌手名
⑨選曲理由

（　　　　　　　 ）具体的に。中学生・高校生・
大学生は部活動なども記入

※応募多数の場合は２５０組を選出のうえ、ご案内を２月１０日（金）頃に発送します。
※中学生以上の方で、原則としてアマチュアの方が対象です。（中学生は予選会・本選どちらも保護者の同伴が必要です。保護者の名前と電話番号も記入してください。）
※応募は１人（組）１通に限ります。　※グループでお申し込みの場合は出場者全員の名前（ふりがな）、年齢、性別、職業を明記のうえ、代表者がお申し込みください。
※応募後の曲目、出場者の変更はできません。　※記入に不備があった場合は無効になりますのでご注意ください。
※「返信用裏面」には選出結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。紙・シール等の貼り付け、修正液のご使用もご遠慮ください。

締め切り

平成29年1月13日（金）必 着

「郵便往復はがき（私製を除く）」に記入
してお申し込みください。

観覧
申込

往信用おもて

嘉手納町教育委員会
「のど自慢・観覧」係

嘉手納町
字嘉手納588番地

こちらには
何も書かないで
ください。

９０40293

往信

返信用おもて返信用うら 往信用うら

郵便番号
住所
名前

返信 ①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号

※応募多数の場合は抽選のうえ、入場整理券（１枚で２人入場可）を２月１０日（金）頃に発送します。
※記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。
※「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。紙・シール等の貼り付け、修正液のご使用もご遠慮ください。
※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し込みは固くお断りします。なお、売買を目的としたお申し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。

【出場】ＮＨＫ沖縄放送局「のど自慢・出場」係　電話098－865－2222（平日 午前９時～午後６時）http：//www.nhk.or.jp/okinawa/
【観覧】嘉手納町教育委員会　社会教育課「のど自慢・観覧」係　電話098－956－1111（内線263）（平日 午前８時30分～午後５時１５分）
※ご応募の際にいただいた個人情報は、選出・抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料のお願いに使用させていただくことがあります。

締め切り

平成29年2月3 日（金）
必 着

「郵便往復はがき（私製を除く）」に記入
してお申し込みください。

＜司　会＞

小田切 千
　　  アナウンサー

© Yuji Hori © 篠原栄治

ゲスト  吉 幾三

ソースとセットで
　お子さんにも★

委嘱期間 【前期】平成29年 ４月１日 ～ 平成29年９月30日
【後期】平成29年10月１日 ～ 平成30年３月31日



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2月27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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