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第99回
全国高校野球選手権沖縄大会
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準々決勝 ７月  9日（日）【ラジオ第１】午前 ９：55～午前11：55、午後 ０：15～（午後 3：00）

準 決 勝 ７月15日（土）【総合テレビ】午前 ９：55～午前11：54、午後 1：50～（午後 3：00）
　　　　　　【Ｅテレ】　　午後 ０：00～午後 1：50
　　　　　　【ラジオ第１】午前 ９：55～午前11：55、午後 ０：15～（午後 3：00）

決　　勝 ７月16日（日）【総合テレビ】午後 １：00～（午後 3：30）
　　　　　　【ラジオ第１】午後 １：00～（午後 3：30）

実況：
NHK沖縄放送局アナウンサー
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※放送日時・内容は変更する可能性があります。

さぁたぁも

タラ号に乗って

みたいな～♪

7

午後10：00

7月17日［月・祝］
海洋アドベンチャー　タラ号の大冒険２
「太平洋横断・サンゴ礁の謎に迫る」

昔、羽地に人づきあいをばかにし、ひとり離れたところ
に暮らす女がいました。村人たちがマジムン払いのエ
イサーに励んでいても、鼻で笑うばかりです。そんなあ
る日、女が歩いていると、木の上におしりを出したま
ま寝ている子どもがいました。女がからかって棒で
つっつくと、子どもは木から落ちてしまいましたが、女
は心配するどころか、大笑いするありさまです。その
夜、女が寝ていると昼間の子どもが現れて・・。

21日[金]は、那覇市
のシンガーソングラ
イター・ヤギフミトモ
さんの歌う「砂山」
をお届けします。

キジムナーの仕返し
7月7日[金] 午前７：２５

Eテレ 沖縄県域全国放送総合

総合総合 全国放送
午後７：３０

総合

(c)Seiya Nakai

「てつたび」は、ホームページで募集する「○○
鉄道の魅力を伝える写真」を手がかりに、鉄道
写真家・中井精也さんが毎回1本のローカル

線を訪ねます。
７月は沖縄都市モノレール
「ゆいレール」！あなたが撮
影したゆいレールの魅力が
伝わる写真をご紹介！お楽
しみに！

午後７：３０
全国放送

7月27日［木］

 7日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「キジムナーの仕返し」
 7日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 9日（日） 午前６：１５ 目撃！にっぽん「沖縄戦・遺族からの357通」
 9日（日） 午後１：０５ 沖縄の歌と踊り「ふるさとの芸能」
 9日（日） 深夜 那覇市議会議員選挙 開票速報
 11日（火） 午後９：００ アナザーストーリーズ「沖縄返還」
 17日（月・祝） 午後１０：００ 海洋アドベンチャー タラ号の大冒険２「太平洋横断・サンゴ礁の謎に迫る」
 20日（木） 午前９：００ プレミアムカフェ選「美ら島賛歌～”あたらしい沖縄のうた”を訪ねて～」
 20日（木） 午後7：3０ 日本人のおなまえっ！「沖縄スペシャル　前編」
 21日（金） 午前６：３０ 夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会（豊見城市）
 21日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「砂山」那覇ver.
 21日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～
 27日（木） 午後７：３０ 日本人のおなまえっ！「沖縄スペシャル　後編」
 27日（木） 午後７：３０ 中井精也のてつたび！「沖縄県 沖縄都市モノレール線」
 29日（土） 午後７：２０ 沖縄熱中倶楽部―７月号―

BSP

総合

FM

Ｅテレ

総合

総合
BSP

総合

総合

総合

ラジオ第1

総合

BSP

ラジオ第1

ふるさとの芸能
「第71回NHK沖縄の歌と踊りのつどい」から「ふるさとの
芸能」をご紹介します。地域には王朝時代に生まれた古典
芸能から民俗芸能まで、様々な芸能が受け継がれ、人々の
暮らしの中に息づいています。豊年祭や年中行事のなかで
披露される、こうした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お楽しみください。

アナザーストーリーズ
「沖縄返還」
1972年5月15日午前０時をもって、変わった沖縄の生活。
法律も、通貨も、アメリカのものから日本のものへ切り替
わったのです。なかでも庶民にとって最大の問題は、通貨
の切り替え。しかし、返還の９か月前、沖縄の人々を戦慄さ
せる大問題が起こっていました！いわゆるニクソンショック
です。1ドル＝３６０円だった固定相場が変動相場へ移行
し、ドルの価値が下落し始めていました。島民の財産を守
るため、極秘裏に進められたプロジェクトとは？当時の琉
球政府職員がその全貌を明かします。
さらに返還当日にあわせ、沖縄へ運び込まれた現金、総額
５４１億円。それは２隻の輸送艦を使った史上最大の現金
輸送作戦でした。その知られざる舞台裏とは？
日本とアメリカ、両国の政府に翻弄されてきた沖縄。その
運命が凝縮された１日の、アナザーストーリー。
【ナビゲーター】沢尻エリカ　【ナレーター】濱田 岳

沖縄スペシャル
沖縄を「おなまえ」で見ると、ガイドブックに載っていない「沖縄ガイド」になります。沖縄の名
字人口ランキングは、全国ランキングとは大きく異なります。「比嘉」姓が圧倒的に多い謎や、
「城」のつく名字が多い秘密をひもとくと、琉球王国の時代から大切に受け継がれる信仰や、
400か所近くあったという城（グスク）の存在が浮かび上がるのです。さらに沖縄に伝わる“も
うひとつの名前”にも迫ります。かつて琉球王国だった島には、今も「ヤーナー（童名）」など、
驚きのお名前文化が現存。いくつもの名前を使い分ける豊かな沖縄文化を紹介します！
【出演】古舘伊知郎、宮崎美子、澤部佑（ハライチ）、赤木野々花アナウンサー
【ゲスト】ガレッジセール、具志堅用高、比嘉大吾（WBC世界フライ級チャンピオン）、
　　　　 MINA（MAX）ほか（50音順）

午後1：05
沖縄県域総合

7月9日［日]

Ｅテレ

【後編】全国放送
午後７：３０

総合

7月
20日
［木]

7月
27日
［木]

【前編】

7月11日［火］

フランスの海洋探査船タラ号。９か月をかけて太平洋を横断、こ
の春、初めて日本にやってきました。地球温暖化の影響で絶滅の
危機にあるサンゴ礁を３万５千キロにわたり調査するためです。出
迎えたのは、タラ号日本大使の北野武さんと、番組ナビゲーター
の西島秀俊さん。タラ号の科学者たちは日本の海に潜り、密かに
進行している海の大異変に驚きます。温暖化で東京湾にも進出し
たサンゴ。沖縄では“白化”との闘いが続いています。海の豊かさ
を次の世代に伝えていくためにいま何ができるのか、海の日の夜、
一緒に考えるドキュメンタリー。　
【出演】北野武　【ナビゲーター・語り】西島秀俊

午後9：00
全国放送

胡蝶の舞（南城市知念字知名） 野國天川（嘉手納町野國郷友会）
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顔ヨガ平日午前11：45

ＮＨＫ沖縄放送局では、第76回
全国教育美術展で入賞した
子どもたちの作品を展示し
ます 。みなさまのお越しを
お待ちしております !

平成29年7月10日（月）～7月21日（金）
午前9時30分～午後6時
※土日祝日を除く

ぼくの絵
わたしの絵展
～第76回全国教育美術展～

会　期

ＮＨＫ沖縄放送局
会　場

「第76回全国教育美術展」の特
選作品のうち、沖縄県内の園児・
児童・生徒の作品　全8点

展示内容

平成２９年度夏期巡回
ラジオ体操・みんなの体操会
みなさまのご参加、お待ちしています♪

豊見城市で「平成２９年度夏期巡回ラジオ体操・
みんなの体操会」の公開生放送を実施します。
お誘い合わせの上、ぜひ会場へお越しください ！

平成２９年７月２１日（金）
開場：午前５時３０分、開会：午前６時
午前６時３０分～６時４０分（生放送）
＜ラジオ第１／国際放送＞

日 時:

＜晴天会場＞豊崎海浜公園多目的広場（大）
＜雨天会場＞豊見城市民体育館

会 場:

体操指導 ： 鈴木 大輔
ピアノ演奏 ： 幅 しげみ

出 演:

豊見城市　企画部　企画情報課
電話０９８－８５０－０２４６（平日 午前9時～午後５時）
ＮＨＫ沖縄放送局「ラジオ体操」係
電話０９８－８６５－２２２２（平日 午前９時～午後６時）

問い合わせ：

幅しげみ

鈴木大輔

イメージキャラクター ラタ坊

ＮＨＫ沖縄放送局では、実際の
ニューススタジオや副調整室など
をご覧いただく団体見学を受け付
けています！ぜひご利用ください。

副調整室ってなぁに？放送局を紹介！

※団体見学には、事前予約が必要
です。詳しくはホームページを
ご覧ください。

お問い合わせ ＮＨＫ沖縄放送局ハートプラザ　電話：098-865-2222（平日 午前9時～午後6時）

ニューススタジオ見学

おきなわHOT eyeタイトル

コールの撮影♪

キャスター体験や
クロマキー体験

キャスター体験や
クロマキー体験

見学の流れ見学の流れ見学の流れ

キラリスマイル
キラリッ ぱっちり

1 ストローを横にして前歯で
くわえる。

2 ストローが落ちないように
口角を持ち上げ、上の歯を
すべて見せる。

下の歯を見せない
ストローを噛みしめない

注意

目安：10秒を3回

デカ目プッシュ

1 まぶたをギュッと閉じて５秒キープ。
まぶたで眼球をプッシュするように、目の奥を刺激する。

2 まぶたをパッと開ける。
額にシワを作らない注意

目安：3回

監修：顔ヨガ
　　 インストラクター

森　あゆみさん

21

休夏 み
員定 制前事 申 込

学小
しょう がく せい こう さく きょう しつ

ジラ生 オ 工 作 教 室
参 加 者 募 集

応募連絡先 098-865-2222
お電話でお申し込みください

（平日午前9時～午後6時）
◇お申し込みの際に確認させていただく事項
1.郵便番号　2.住所　3.電話番号　4.参加する保護者の方のお名前　5.お子様のお名前　6.お子様の学年
7.参加ご希望の回［29日（土）１回目・２回目/30日（日）１回目・２回目］
＊受付は、先着順です。定員に達した場合は、期日前に締め切ります。ご了承ください。
　なお、定員に達した場合は、NHK沖縄放送局ホームページにてお知らせします。
＊キャンセルされる場合は、必ず事前にご連絡ください。
＊お申し込みは１組につき１回に限ります。また、１回のお電話で１組の受付とさせていただきます。
＊お申し込みいただいた「参加日時」の変更はできませんのでご注意ください。
＊ご参加いただくのは事前に申し込まれた、小学生１人とその保護者１人のみとさせていただきます。
＊子どもだけでは参加できません。必ず保護者が同伴してください。
＊お申し込みが完了された方には、平成29年7月14日（金）に入場整理券を発送します。
＊ご応募の際にいただいた情報は、入場整理券の送付のほか、NHKからのお知らせや受信料のお願いに使用させていただくことがあります。

※１組につき製作できるラジオは１つです。

参加対象：小学１年生～6年生とその保護者（2人1組） 会　場：NHK沖縄放送局 那覇市おもろまち2-6 -21
※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、満車の場合は近くの有料駐車場をご利用ください。

1 2

ＮＨＫのスタッフが、やさしく教えてくれるよ！

NHK沖縄放送局を見学しよう！
ニューススタジオ・ラジオスタジオの裏側をのぞいちゃお！

ラジオスタジオ ニューススタジオ テクニカル・オペレーション・センター

締 め
切 り

7
13 木

午
後 6 時

参 加
無 料 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、

司会のお姉さんによるふれあいイベントです。リズム遊びやアニ
メの上映、ぬり絵や記念撮影など、親子そろって楽しめます♪
【日　　時】：7月14日（金）午前10時～
【場　　所】：若狭浦保育所 多世代交流地域子育て支援センター
 「ふらっと」（那覇市松山）
【参加対象】：０～5歳までの乳幼児とその保護者のみなさん。
 参加無料、入退場自由。

１ 2 3お遊び
タイム

リズム手遊び、
ジャンプ体操
など

ふれあい
タイム

さぁたぁちゃんとの
記念撮影会
など

お座り
タイム

アニメ上映や
ぬり絵など

今年もやります！ 参加自由

パーツを組み合わせて
自分だけのラジオを作ろう！
ラジオキットを使用して、
はんだ付けをしながらラジオを作ります。

〈会場：NHK沖縄放送局〉

団体見学
受付中！

ギュッ

平成29年7月29日（土）・30日（日）
集合：午前 9時00分　 終了予定：午前11時30分1回目 2回目 集合：午後 1時30分　 終了予定：午後4時00分

疲れ顔解消

目ヂカラアップ

7/24（月）～30（日）の9時30分～18時に
ご自由にご覧いただくことができます。
7/24（月）～30（日）の9時30分～18時に
ご自由にご覧いただくことができます。



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28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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