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沖縄に生きる人々を撮り続けて来た写真
家、石川真生さん。写真家人生４０年を過
ぎた今、１６世紀から現在に至る”沖縄の歴
史”を創作写真で表現する作品“大琉球写
真絵巻”に取り組んでいます。「現在の沖縄
を考えるために、過去の歴史を遡ってみよ
う」と、沖縄の歴史を象徴する場面を、地元
の人々に演じてもらいながら撮影します。し
かし今年２月、石川さんの体に腫瘍が見つ
かり、手術することになりました。番組で
は、写真絵巻の続編である“現代の沖縄”
の場面を撮影する石川さんに密着。そこに
は、沖縄の写真家である石川さんだからこ
そ表現できる“沖縄の中のオキナワ”があ
りました。

「おじゃる丸」は去年、美しく成長した１７歳の「おじゃる１７（セブン
ティーン）」を放送し、話題を呼びました。この「おじゃる１７」を思わせ
る、謎の美青年が現代東京に現れます。
古着屋のカリスマ店員にしてモデルのゆうたろうさんが美青年をミステ
リアスに演じます。

新「人間国宝」 比嘉聰・太鼓の世界
琉球古典音楽太鼓「光史太鼓の会」師範で、沖縄県
立芸術大学教授の比嘉聰（ひがさとし）氏が「組踊音
楽太鼓」で、新たな人間
国宝に認定されました。
沖縄の伝統芸能分野で
は７人目、太鼓では２人
目となります。比嘉聰氏
の太鼓の世界を紹介し
ます。

午後1：05
沖縄県域総合

11月12日［日］

午後１１：００
全国放送Eテレ

Eテレ 11月3日［金・祝］午後６：００

午後7：30
全国放送総合

11月5日［日］

おばあたちの農連市場
～消えゆく“沖縄”を見つめて～

ウチナーを撮る
～写真家 石川真生～

クリントン政権下で国防長官を務め、日米同盟の再定義や普
天間基地返還合意を主導したウィリアム・ペリー氏（90）。９月
沖縄を訪問し、今年亡くなった大田昌秀元知事を弔って、未
だ動かない普天間基地の実態や着工開始で混乱する辺野古

の海を自ら視察しました。「返還
合意」は日米に何をもたらした
のか。そして、沖縄とどう向き合
うべきだったのか。ペリー氏の
旅と思索を通じて、普天間基地
問題の原点を見つめます。

ペリーの告白
～アメリカ元国防長官・沖縄への旅～

戦後闇市を彷彿とさせる那覇市の「農連中央市
場」。1953年の開設以来、その姿はほとんど変わら
ず、客と売り子が直接値段を交渉する「相対売り」
が日本で唯一残っているとも言われています。戦後
沖縄の名残を留める農連が、今年中に老朽化と再開
発を理由に取り壊される予定です。農連の“最期”
を特別な思いで迎えようとしているのが、農連と共
に年を重ねた売り子のおばあたち。おばあたちに
とって農連は、焦土と化した
沖縄で生き抜くために、がむ
しゃらに働き、家族を養った
場所です。失われゆく沖縄の
風景を記録し、そこで生きて
きたおばあたちの生き様を
見つめます。

午後７：30

11月24金
日

沖縄県域総合

秋は親子でアニメを
見よう 

忍たま乱太郎２５年・おじゃる丸２０年

スペシャルウィークのラインナップ

総合テレビ 夕方6：10 おきなわHOTeye も、よろしくお願いします

とんちでおなじみのモーイシリー
ズ。今回はモーイに縁談の話が持
ち上がります。
当時は、縁談は親同士がまとめて、
当人同士は、結婚までお互いの顔
を知らないのが当たり前。そんな
古いしきたりにどうも納得がいか
ないモーイは、鶏を連れて相手の
屋敷に忍び込みますが…。

Eテレ 沖縄県域午前７：２５

モーイの結婚
11月10日[金]

昔、来間島に元気のよい3兄弟がい
ました。お母さんのお腹の中に3年
もいたので生まれたときから体が
大きく、成長も早かった3人。13歳
で宮古島に奉公に出ました。3人は
奉公先でも助け合い、立派な青年
に育ちますが、ある年、故郷の来
間島で大干ばつが起きていると聞
き、かけつけます。兄弟がそこで見
たものとは…？

県内各地で行われている「しまく
とぅば」のイベントで、「うちなー
であそぼ」を上映中です。
さぁたぁちゃんの出演も
ありますよ♪

詳しくはこちらのHPを
ご覧ください。
http://shimakotoba.jp/

赤牛と3兄弟
11月24日[金]

大人気！
チンアナゴ○珍生活
海底の砂から生えているかのような奇妙な
姿でおなじみのチンアナゴ。水槽の底から
体を伸ばし、ゆらゆらと揺れる姿は有名で
すが、野生での暮らしはほとんどわかって
いない、謎だらけの魚です。
そこで取材班は、生息地である沖縄・慶良間諸島の海で、野生のチ
ンアナゴに長期密着取材をしました。泳がないチンアナゴの暮らし
で最大の謎が産卵。どうやってペアをつくり、卵を産むのか、詳し
いことは何もわかっていませんでした。今回、取材班のもとに沖縄
の海を知り尽くす水中写真家・大方洋二さんから有力な情報が！そ
してついに世界初の大スクープ！産卵の一部始終を撮影すること
に成功したのです。取材班が記録した産卵の映像は、絶滅が心配
されている日本のウナギ資源を回復させる大きなヒントになるので
はと、ウナギ研究者も期待を寄せています。

出 演 ゆうたろう、あばれる君、五味優人、田牧そら、村山光次郎ほか

アニメじゃないでおじゃる？
スペシャル

ゆうたろう

（Ｃ）尼子騒兵衛／ＮＨＫ・ＮＥＰ （Ｃ）犬丸りん・ＮＨＫ・ＮＥＰ

10／30（月）・31（火） 午後6：00 忍たま乱太郎スペシャル「さらば 忍術学園」＜前編＞＜後編＞
11／1 （水）・ 2（木） 午後6：00 おじゃる丸スペシャル「さらば まったりの日々よ」＜前編＞＜後編＞
11／3 （金・祝） 午後6：00 おじゃる丸スペシャル「アニメじゃないでおじゃる？」
11／3 （金・祝） 午後6：１0 忍たま乱太郎スペシャル「忍術学園入学案内！の段」

みなさんの
写真や絵も
ご紹介！
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11月11日［土］

11月18日［土］

イベント情報

放送開始から
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NHK八重山支局・
事務所が

移転しました！

お知らせ♪

八重山のみなさん、
これからもよろしくお願いします！

〒907-0023
石垣市字石垣147-1-202
☎ 0980-83-8651（支局）
☎ 0980-82-3721（事務所）

新住所

※電話番号に
　変更はありません

我如古梨乃キャスター

おろしポン酢や
マヨネーズと
合わせるのも
おすすめ♪

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

11
さぁたぁも

フィギュアスケート、
見に行こ〜っと〜♪

ヘチマとうむくじのヒラヤーチー

ヘチマを短冊切りにカット。

１のヘチマを茹でる。（約２分）

ボウルに、うむくじ・米粉・かつおだし
（冷めたもの）・塩・２のヘチマを水分も
一緒に入れ、しっかり混ぜる。

熱したフライパンにラードを入れ、３を
投入。両面しっかり焼く。
（下面が固まってきたら裏返し、キツ
ネ色になるまでこんがり焼く）

作り方

監修：国際中医薬膳師
宮國由紀江さん

平成29年12月3日日日 時

会 場

開場 午前11時 開演 午前11時45分 終演予定 午後１時30分

石垣市民会館　石垣市浜崎町１丁目１－２

出 演 予選を通過した20組のみなさん

問い合わせ：石垣市民会館「のど自慢・観覧」係　電話0980－82－1515（平日 午前9時～午後５時）
 

往信用おもて

９０７００１３

往信

返信用おもて返信用うら 往信用うら

返信

締め切り

平成29年11月2日（木）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。

〈ゲスト〉夏川りみ、平原綾香  〈司会〉小田切 千 アナウンサー

1
2

3

4

薬膳ポイント

【ヘチマ】夏にこもった熱を取り、体を潤す効果が期待できる。
【うむくじ】胃腸の調子を整える効果が期待できる。

募集中

観覧
申込

【材料　2枚分】
ヘチマ 200g
うむくじ（芋くず） 大さじ2
米粉 大さじ3
かつおだし 50cc
塩 小さじ1/2
ラード 大さじ1

【タレ】
ナンプラー 小さじ1
醤油 小さじ1/2
豆板醤 お好み

～Ｖストレッチ～

顔ヨガ監修：顔ヨガインストラクター
森 あゆみさん

平日午前11：45

※ご応募の際にいただいた個人情報は、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。

石垣市民会館
「のど自慢・観覧」係

石垣市
浜崎町１丁目１－２

こちらには
何も書かないで
ください。

郵便番号
住所
名前

①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号

～ムンクのストレッチ～

1
2
3
4

 口を『お』の形にする。４本の指をそろえ、ほうれい線に人差し指を当てる。
 指でほほのお肉を耳の前まで移動。
 指が耳の前に来たら、口を『は』の形にする。
 耳の前から首筋に向かって、指先をすべらせるように鎖骨まで流す。

 人差し指と中指をピースの形にし、
 眉頭に当てる。指で左右に眉間を
 広げるようにシワを伸ばし、深呼吸。 
　両手でピースの形を作り、
 左右の目尻に当て、上下に
 開く様にしてシワを伸ばす。

1

2

お疲れ顔・表情ジワ解消

眉間、目尻のシワ解消

1

やり方

ポイント： 優しくなでるように。無駄な力を抜く。

ポイント： 鼻呼吸を意識しながら深呼吸。

毎朝２回（５秒ずつ）
むくみがちな朝がおすすめ◎

鏡の前に立った時に
やるのがおすすめ◎

やり方

入場無料

　首里城は、沖縄戦で跡形もなくなったものの、1992年、本土復帰20年を記念して復元され、今年で 25周年を迎えます。
一方、NHK沖縄放送局は、前身の「OHK( 沖縄放送協会 )」が1967年に発足してから、50年の節目を迎えます。

ふたつの記念が重なった今年、沖縄の芸能を盛り上げるとともに、伝統文化を若い世代に継承するため、「首里現代音宴」を企画しました。
ライトアップされた首里城で、沖縄ゆかりのアーティストによる幻想的なライブと伝統芸能のコラボレーションをお楽しみいただきます。

また、当日の模様は収録し、全国・世界に発信していきます。

琉球王国時代、政治、外交、文化の中心地として威容を誇った首里城は
音楽文化の中心地でもありました。

首里城で“一夜限りの”スペシャルライブを行います！

［場所］ ＮＨＫ沖縄放送局１階ロビー
［日時］ １１月１０日（金）　午後２時２０分～午後５時５０分
 　　ペア（ショート）、女子シングル（ショート）

 １１月１１日（土）　午前１１時００分～午後６時４５分
 　　男子シングル（ショート）、アイスダンス（ショート）、ペア（フリー）、女子シングル（フリー）

 １１月１２日（日）　午前１１時４５分～午後５時３０分
 　　アイスダンス（フリー）、男子シングル（フリー）、エキシビション
　

入場
自由

ＮＨＫでは、１１月１０日（金）～１２日（日）に開かれる「ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート競技大会」
の模様を、８Ｋスーパーハイビジョンで生中継 ！ ＮＨＫ沖縄放送局で受信公開します。
ピョンチャンオリンピックに向けて、世界のトップ選手たちが繰り広げる氷上の華麗な舞を、
ぜひ８Ｋの高精細画像でお楽しみください ！ 

　　　　※男子シングルのみ収録になります。

８Ｋで大公開！

出演者
決定！

宮沢和史 仲宗根創ネーネーズ島袋寛子

他

観覧応募はNHK沖縄放送局ホームページから
平成29年10月29日（日）締切

首里城
下之御庭内
特設ステージ11月16日（木）

2 3 4

2

1

総合

Ｅテレ

FM

Eテレ

総合

Ｅテレ

総合

Ｅテレ

総合

ラジオ第1

 5日（日） 午後  7：30  ダーウィンが来た！ 生きもの新伝説「大人気 ！ チンアナゴ○珍生活」
 10日（金） 午前  7：25  うちなーであそぼ「モーイの結婚」
 10日（金） 午後  6：00  沖縄ミュージックジャーニー
 11日（土） 午後11：00  ＥＴＶ特集 「ウチナーを撮る ～写真家 石川真生～」
 12日（日） 午後  1：05  沖縄の歌と踊り「新“人間国宝”比嘉聰・太鼓の世界」
 18日（土） 午後11：00  ＥＴＶ特集 「ペリーの告白～アメリカ元国防長官・沖縄への旅～」 
   20日（月）・21日（火）午前8：15   あさイチ「ピカピカ☆日本」
 24日（金） 午前  7：25  うちなーであそぼ「赤牛と3兄弟」
 24日（金） 午後  7：30  きんくる～沖縄金曜クルーズ～「おばあたちの農連市場～消えゆく“沖縄”を見つめて～」
 25日（土） 午後  7：20  沖縄熱中倶楽部 ―11月号―

畑山弥保キャスター



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12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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