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※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30年2月8日（木）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。

開場：午後5時20分　開演：午後6時　終演予定：午後8時

会場：豊見城市立中央公民館（豊見城市平良４６７－１）

ラジオの人気番組「真打ち競演」が豊見城市にやってきます！
ベテラン芸人による、落語・漫才・漫談の至芸をお楽しみください。

公開収録  豊見城市市制施行１５周年記念

真打ち競演

【1本目】　平成30年3月10日（土）　
【2本目】　平成30年3月17日（土）

午前10時5分～10時55分 〈ラジオ第1〉

ＮＨＫ沖縄放送局「真打ち競演」係 電話 098-865-2222 （平日 午前9時～午後6時）
豊見城市役所企画情報課「真打ち競演」係 電話 098-850-0246 （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。

※放送予定は変更になる場合があります。

お問い合わせ

放 送 予定

観 覧申込

観覧募集！

ラジオ

入場は無料。入場整理券が必要です。
郵便往復はがき（私製を除く）で
お申し込みください。

往信用おもて

豊見城市字翁長854-1
豊見城市役所
企画情報課

「真打ち競演」係

この面には
何も記入しないで
ください

9010292

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

入場
無料

in石垣市

締め切り

必着21木

【材料　2人分】

セーイカ 1００ｇ

冬瓜 1００ｇ

アサリ 15０ｇ

ハマグリ 15０ｇ

白ワイン 1００cc

バター 適量

オリーブオイル 適量

玉ねぎ 1/2個

小麦粉 適量

エリンギ １本

牛乳 15０cc

生クリーム 1００cc

塩コショウ お好み

1

2

4

セーイカの沖縄風クラムチャウダー

セーイカを１ｃｍ角に切り、さっと塩ゆでする。

アサリとハマグリを白ワインで蒸す。
（残った煮汁は後ほど出汁として使う）

小麦粉をまぶした玉ねぎをバターとオリーブオイルで炒め、エリンギ
と冬瓜を投入。

2の出汁、牛乳、生クリームを入れ、ひと煮立ち。

作り方

5 最後にセーイカやアサリを入れて完成。

3

ポイント
イカやアサリは火を通しすぎると硬くなってしまうので、最後に
入れてください。

我如古 梨乃キャスター

冬瓜の白雪あん【材料　4人分】
冬瓜 700g
サラダ油 適量
しょうが（細切り） １片
【スープ】
水 400cc
料理酒 大さじ３
鶏がらスープの素 大さじ１
【あん】
卵白 １個分
牛乳 大さじ１
かたくり粉 小さじ２

かに風味かまぼこ 70g
塩 小さじ１/２
細ねぎ（斜め細切り） 適量

1 冬瓜は皮をむき、３ｃｍ角に切る。

作り方

2
サラダ油をひいた鍋でしょうがを炒め、香りがたったら
【スープ】の材料と冬瓜を加えてフタをする。
沸騰したら中弱火で２０分程煮る。

3 ２にかに風味かまぼこ、塩を加え、ひと煮立ちしたら混ぜ合
わせた【あん】の材料を加える。

4 3を器に盛りつけ、細ねぎをのせて完成。

ポイント
冬瓜……ビタミンＣ、カリウムが豊富
◎体をあたためるしょうがとねぎを加えることで風邪の予防に。
◎ご飯を入れて雑炊にするのもおすすめ。

畑山 弥保キャスター

平日午前11：45

 3日（水） 午前10：00 沖縄の歌と踊り～正月特集～「元ちゃん劇場・息子の家出」
 ５日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「シラサギになったおもち」
 ５日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 6日（土） 午後7：30 「もふもふモフモフ」スペシャル（沖縄のモフモフをご紹介）
 7日（日） 午後1：05 沖縄の歌と踊り「あたらしい沖縄のうた ふたたび」
 8日（月）～１1日（木） 午後０：３０ 旅ラジ！「宮古島地方スペシャル」
 １９日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「クバ笠仏像」
 １９日（金） 午後７：００ Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ「大阪エヴェッサ」対「琉球ゴールデンキングス」
 １９日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「沖縄をアジアに売り込め！」
 ２７日（土） 午後７：２０ 沖縄熱中倶楽部―１月号―

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

総合

Ｅテレ

ＦＭ

総合

総合

Ｅテレ

ＢＳ１

総合

ラジオ第１

ラジオ第１ ＦＭ

1

62 62 監修：玉城 弘康さん

監修：野菜ソムリエ上級プロ  徳元 佳代子さん

平日夕方 6：10
総合テレビ
ニュースは

本年もよろしくお願いします

あ な た の 声 と 受 信 料 で 公 共 放 送 N H K
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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

全国放送FMラジオ第1

キングスは、年が明けて1月に今季最初
の大阪エヴェッサとの対戦を迎えます。大阪といえば、去
年のレギュラーシーズン最終節でキングスが逆転でのプ
レーオフ進出を決めた戦いが印象に残っていると思いま
す。それ以来の対戦
となるゲームは熱戦
となること必至で
す。

Bリーグ開幕後、好調な前半戦の戦いぶりを見せている
キングス。その好調の要因は、今季から取り組んでいる
“ディフェンス”面が機能していることで、リーグでもトッ

プクラスの失点の少なさを誇ります。バスケットの華
といえば鮮やかなゴールに間違いはありませんが、ひ
たむきで泥臭い守備にもぜひ注目です！そ
してNHKの放送で、解説者の方の鋭い視
点もお楽しみください！

見どころ 黒住アナの注目ポイント♪
1月19日［金］ 全国放送 午後 7：00

スポーツ担当　黒住駿アナウンサー

沖縄県域
午後7:30

1月19 金
日

総合

午後0：30

今
月
の
お
す
す
め
番
組

!

あたらしい沖縄のうた
ふたたび
今から４０年前の１９７７年から
２０年間にわたって放送され
たミニ番組がありました。「あ
たらしい沖縄のうた」です。
「沖縄らしさ」を追い求めた
「うた」は、一般からの応募作
品を含めて、１００
曲を超えました。
特に県民の話題
になった「沖縄の
うた」を選び、な
つかしい映像とと
もに紹介します。

「元ちゃん劇場・
　　　息子の家出」

午後1：05
沖縄県域総合1月7日［日］

午前10：00
沖縄県域総合1月3日［水］

正 月 特 集

観光客が年間１０００万人を超える勢いで“好調”が続く沖縄経済。一方で、
沖縄の物流をけん引してきた“航空貨物ハブ”の縮小が発表され激震が
走っています。原因の1つは当初見込んだほど「沖縄発の製品が増えてい

ない」こと。番組では、課題を克服しアジアへ
の輸出を急増させるメーカーや、逆転の発想
で沖縄の海産物の販路を広げる企業を取材。
観光だけに依存する経済から脱却し、自立し
た経済を構築するには何が必要か考えます。

沖縄をアジアに売り込め!
～自立経済への挑戦～

宮古島地方スペシャル

8日［祝・月］ 9日［火］伊良部島
佐良浜港サンマリンターミナル　

多良間島
多良間村コミュニティー施設

10日［水］ 11日［木］宮古島
ファーマーズマーケットみやこ

池間島
池間公民館

【海人の伝統“アギヤー漁”】
沖縄でこの島にだけ残り100年以上続く漁法
「アギヤー漁」。伝統のサバニに乗った漁師が、
さんご礁が広がる海に潜り、網でグルクンを囲
む漁です。担い手が減る中で漁を続けようとす
る海人に話をうかがいます。

【島の人口は２倍に!“ミャークヅツ”】
島で生まれ育った島人が、年に1度、故郷に帰っ
て歌い踊る行事があります。「ミャークヅツ」で
す。なぜ島人が、この行事のために帰るのか。そ
れは一人前の島人として認めてもらう大切な場
となっているためでした。

【島人に愛され交通安全“宮古島まもる君”】
島のいたるところでみかける警察官人形「宮古
島まもる君」。交通安全だけでなく、写真スポッ
トになったりグッズが販売されたりと島の観光に
も貢献しています。誕生から携わる地元の方
に、まもる君にかける思いをうかがいます。

（※放送日時・内容は変更する可能性があります。）

※1月9日（火）午後に収録予定です

三線屋・元さんの一人息子・ヒデ
はロックに夢中になり、ついに家を
追い出されました。息子の家出を
めぐって巻き起こる騒動。ウチナー
グチ、歌サンシン、琉球料理など、
まさにチャンプルー的な話題満載の
人情喜劇。沖縄民謡界のエンター
テイナー・元ちゃ
んこと前川守賢
が、個性的な共演
陣を迎えて熱演す
るウチナー芝居で
す!

【４００年の歴史“八月踊り”】
毎年旧暦8月、島人総出で踊りを披露する「八
月踊り」。組踊りや棒踊りなど、さまざまな踊り
が披露されます。およそ400年、祭りが受け継
がれてきた理由に、島の子どもたちにとっての
“特別な憧れ”がありました。

中道洋司
アナウンサー

島々清しや（1987）

昔、宮古島に金持ちでごう慢な弓の名人がいました。ある
正月、酔っぱらった男は、集まった人たちの前で弓の腕前
を披露しようとしますが…。

「シラサギになったおもち」

1月5日[金]午前7：25沖縄県域

沖縄県域 1月19日[金]午前7：25

唐の国との貿易でもうけている弟と、病に伏せる父親の面
倒を見て貧しい暮らしをしている兄がいました。あるとき、
兄は父親の薬代を稼ぎたいと弟に相談しますが…。

「クバ笠仏像」

Eテレ

Eテレ

2018年1月7日㈰放送スタート！

「すべての民が幸せに暮らしてこそ日本国は強くなる」と信じ、
人を愛し、故郷を愛し、国を愛し、民を愛し…“見返りを求め
ない愛”を与え続けた男を、人は親しみを込めて、『西郷どん
（セゴドン）』と呼んだ。

総合テレビ
日曜 午後８:00

初   回 7日（日） …「薩摩のやっせんぼ」
第2回 １４日（日） …「立派なお侍」
第3回 ２１日（日） …「子どもは国の宝」
第4回 ２８日（日） …「新しき藩主」

主演：鈴木亮平
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