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砂糖要らず！甘酒ブラウニー

1 パウダー類の材料を袋に入れて振る。

2 さらに液体類の材料、バナナ、レーズンを入れて
振る。

4 くるみやアーモンドを使って、表面をかわいくデ
コレート。

3  袋の口をしばり、角を１か所カット。絞り袋のよう
に型に流し入れ、スプーンで表面を整える。

5 190℃で予熱を加えたオーブンで、20～25分
焼く。

作り方

ポイント
・甘酒　ビタミンＢ１・Ｂ２、必須アミノ酸など栄養素が豊富。「飲む点滴」とも。
・甘酒を使うと・・・　自然な甘さで砂糖要らず！　米粒でボリュームＵＰ！

平日午前11：45 顔ヨガ
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口の中に空気を
ためて、ほうれい
線を伸ばす。
口の中をゆすぐよ
うに空気をためた
まま動かす。
左右交互に膨ら
ます。

ぷくぷくのポーズ
ほほのたるみ解消！

グリグリお～
顔全体をリフレッシュ！

・口元や頬の筋肉を刺激
し、たるみ解消をめざす。
・ほうれい線の解消にも◎

・コリが固まりやすいこめかみを動
かしながら声を出すことで、顔全
体の筋肉をほぐすことが出来る。

口の中にたっぷりと
空気をためて、動かす

ココを
意識！

「グリグリ」と声に出しなが
ら、顔を動かす

ココを
意識！

1 手のひらを左右の
こめかみにあて、
ゆっくり円を描くよ
うにほぐす。
ほぐしながら「グリ
グリ」と声に出す。
「お～」と声に出し
ながら、手のひらを
押し上げ、側頭部の
筋肉全体を持ち上
げる。

2

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

1
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ヨガの呼吸法やゆっくりとした動きを取り入れることで、顔の筋肉を
刺激してしなやかな弾力を取り戻し、血行・リンパの流れ・新陳代謝を
促進します。

お腹の調子を整えてくれる発酵食品の魅力や、
発酵食品を使ったスイーツレシピをご紹介します。

作詞：越智 志帆（Superfly）
作曲：越智 志帆／蔦谷 好位置
編曲：大田 桜子

「Gifts」
作詞：工藤 直子
作曲：松下 耕

「出 発」
作詞：つんく
作曲：上田 真樹

「ポジティブ太郎
  ～いつでも始まり～」

小学校
の部

中学校
の部

高等学校
の部

平成
30年8月7日（火）
開　場 午前10時
会　場 浦添市てだこホール（浦添市仲間１丁目９－３）
申し込み 沖縄県コンクールへ参加ご希望の学校は、ＮＨＫ全国学校音楽

コンクールのホームページをご確認ください。
ＮＨＫ全国学校音楽コンクールホームページの「参加申込書入力」ページで
必要事項を入力・ダウンロードしたものに学校長が署名・押印の上、以下の
あて先までご郵送ください。　※詳細は「参加のご案内」をご覧ください。
（あて先）〒９００－８５３５ 那覇市おもろまち２－６－２１
　　　　  ＮＨＫ沖縄放送局「音楽コンクール」係
（締め切り）平成３０年６月２２日（金）必着

開　演 午前10時15分 終演予定 午後６時

放送予定 未定（詳細は決まり次第ホームページなどで
お知らせします。）

問い合わせ ＮＨＫ沖縄放送局「音楽コンクール」係
　電話 ： ０９８－８６５－３６２１
　（平日 午前１０時～午後６時）
ＮＨＫ全国学校音楽コンクールホームページ
　http://www.nhk.or.jp/ncon/
ＮＨＫ沖縄放送局ホームページ
　http://www.nhk.or.jp/okinawa/

＊参加校数によって時間が前後する場合があります。

今
年
の
課
題
曲沖縄県コンクール

募集中！
入場無料

金賞を受賞した学校は、九州・沖縄ブロックコンクールに出場していただきます。

監修：浦添市食生活改善員 園田 芽衣さん

グリグリ

お～

左に

 右に

田中 美音 出身地：東京都
趣味：スキューバダイビング

たなか みおん
キャスター

４月からおきなわHOTeyeを担当している田中美音です。
学生時代も含め、沖縄生活は６年目を迎え、モノレールに揺られながらの通勤にも慣れてきましたが、駅
からの眺めを見ながら吹き抜ける風を感じると、改めてこの地で仕事ができる喜びを感じる日々です。
HOTeyeは４月26日にデビューさせていただきました。この日は足が震えるほど緊張し、沖縄に来るきっ
かけとなった大学の合格発表を見たときの気持ちを思い出したほどでした。放送中は無我夢中で、あっ
という間でしたが、ずっと目標だった“沖縄でキャスターとしてニュースを伝える夢”がかなった忘れられ
ない一日となりました。
まだまだ反省することばかりですが、沖縄で日々起きているさまざまな出来事を自分の声でみなさんに
届けているという自覚を持って、しっかりニュースを伝えていきたいと思います。
私にとって第二のふるさとの沖縄。キャスターとして少しでも沖縄のみなさんのお役に立てるよう全力で
頑張ります！！

さぁたぁちゃんの取材日誌

新コーナー

【材料　１ホール】
＜パウダー類＞
・米粉 ４０ｇ
・アーモンドプードル ３０ｇ
・アルミフリーベーキングパウダー
 小さじ２
・ピュアココア 大さじ２
・自然塩 ひとつまみ

＜液体類＞　
・甘酒 １００ｇ～１５０ｇ
・アーモンドミルク ２０ｇ
・オリーブオイル ４０ｇ
・ラム酒 ５ｇ

＜その他＞
・バナナ １本
・レーズン ３０ｇ
・くるみ・アーモンド 20g

畑山 弥保キャスター

平成30年6月18日（月）～6月29日（金）
午前9時30分～午後6時
※土日祝日を除く

～第77回全国教育美術展～

会　期

会　場
ＮＨＫ沖縄放送局

展示内容

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

 １日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中倶楽部―６月号①―
 １日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 １日（金） 午後７：３０ 沖縄の歌と踊り「八重山の芸能・後編～沖縄県かりゆし芸能公演から～」
 ６日（水） 午後８：００ ハートネットTV「消された精神障害者たちを探して～戦後沖縄の私的監置～」
 ８日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「伊江島の怪力男」
 ８日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「返らぬ遺骨」
 １３日（水） 午前８：１５ あさイチ「篠山輝信の沖縄旅２０１８  “民泊”に住んでみた」
 ２２日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「山がめと黒うさぎ」
 ２２日（金） 午後９：００ 新日本風土記「沖縄の歌」
 ２３日（土） 午前１１：４５ほか 平成30年沖縄全戦没者追悼式
 ２3日（土） 午後５：30 慰霊の日特別ニュース
 ２３日（土） 午後１１：００ ETV特集「基地で働き 基地と闘う～沖縄 上原康助の苦悩～」
 ２７日（水） 午後６：3０ プロ野球「日本ハムｖｓソフトバンク」沖縄セルラースタジアム那覇から生中継
 ２９日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中倶楽部―６月号②―
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ＮＨＫ沖縄放送局では、第77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！ 

「第77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7点

in名護市
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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6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

おすすめ番組

6月8日 沖縄県域総合

昔々チカラタンナーパという男
の子がいました。食欲が旺盛で、
サトウキビをかじり、 食べるな
と言われた豆も勝手に食べて
しまう始末。おかげで大きくて
力自慢の青年に育ちました。あ
るとき武器を持った男たちが
攻めて来て・・。

この春、沖縄で、精神
障害者を閉じ込めるた
めに使われていた「私
宅監置」の小屋の存在
が公表されて話題と
なっています。取材班
はその実態を調べる中で、古い公文書や周囲の証言を発掘。
精神科医が私宅監置の状態を記録した３０枚ほどの写真に
ついて、初めて詳細な調査も行いました。
いまも隔離収容性が高い日本の精神医療の源流でもある
私宅監置の真実を追い、障害者が“消されてきた”ことの意
味を考えます。

「伊江島の怪力男」6月8日[金]

6月6日[水]

茜色の琉球ヤマガメと、短い
耳と黒い毛で有名なアマミノ
クロウサギ。やんばると奄美の
生き物がどうして個性的な姿
になったのか。有名なカメとウ
サギのかけっこの物語の琉球
版とも言える昔話です。

「山がめと黒うさぎ」6月22日[金]
独特の音楽文化が根づく沖縄。数々の苦難
と向き合いながら生きてきた人々の精神風
土が「歌」に込められています。素朴な農民
の心情や情熱的な恋など沖縄のいとなみを
歌った「琉歌」。返還直後の時代、日米の狭間
を生きた若者の存在証明となった「ロック」。
そして今、琉歌やロックのエッセンスを取り
込みながら発展した沖縄ポップスが、日本の
音楽シーンで確たる地位を築いています。
歌を愛し、歌に支えられてきた沖縄の人々。
歌を通してこそ見える沖縄を旅します。

梅雨どきを迎え緑豊かな季節になりました。
今回は沖縄の自然をテーマにお送りします。
出演 ： 志ぃさー（藤木勇人さん）、 大橋拓アナウンサー
２９日（金）には 　　　　 をお届けします！
お楽しみに♪

6月22日[金]
全国放送 午後９：００6月1日[金]

沖縄県域 午前7：25
Eテレ

全国放送 午後8:00Eテレ

八重山の芸能・後編
～沖縄県かりゆし芸能公演から～

沖縄戦73年  返らぬ遺骨

出演は八重山古典民謡保存会の横目博二・貞子研究所の
若手のみなさん。魅力ある八重山芸能の代表的な歌と踊
りをたっぷりご紹介します。

去年7月、国の戦後処理における画期的な決定がなされました。沖縄戦の戦没
者の遺骨の身元を特定するために、遺族からＤＮＡ鑑定の申請を公募することが
決まったのです。戦後70年以上を経て、初めて家族の遺骨に「再会」する可能性
が生まれたことに大きな期待が集まり、県内の遺族から300件以上の申請が寄
せられました。
しかし、その期待とは裏腹に、１１か月を経て数々の課題が噴出しています。高
温多湿な環境による遺骨の劣化、実施体制の不十分さ、限られた予算…。沖縄
戦の遺骨が遺族の元に返ってくる見通しは、実のところ全く立っていません。
沖縄戦から73年、戦争で家族を失った遺族の思いに国はどのように応えるのか、
遺骨を通して考えます。

午後7:30

6月1日 沖縄県域
総合

午後7:30

慰霊の日
特別ニュース

九州・沖縄総合
午後5:30－6：00

糸満市・平和祈念公園から中継
午前11:45（九州・沖縄）
午前11:54（沖縄県域サブch）
午後  0:15（全国）

６月23日[土]

午後  0:15（全国）

総合

ラジオ第1

沖縄戦、最後の激戦地である糸満市摩文仁
から、犠牲者に祈りを捧げるとともに、平和
への思いを新たにしながら、沖縄の今を見
つめます。

「沖縄の歌」

全国放送
午後5：05

ラジオ第1

6月号6月号

ホームページや
FAX（098-865-3707）で
おたより受付中！

ホームページや
FAX（098-865-3707）で
おたより受付中！

「自然が育んだ琉球文化」ほか特集

全国放送 午後11：00Eテレ

6月23日[土]

去年8月沖縄県選出議員で初の大臣になった上原康助さんが逝去し、
自宅から54冊のノートが見つかりました。米軍基地労働者の組合・全
軍労の委員長から衆院議員となり沖縄の人々の苦しみを国会で訴え
た上原さん。ノートには抱えていた苦悩が吐露されています。
上原さんは基地以外に働く場が少なかった1950年代に基地に就職。
基地労働者は、ベトナム戦争、本土復帰など時代のうねりの中で、常に

苦悩を抱えてきました。1970年代、全軍労は基地返還が進まない中で行われた大量解雇に
憤り、職場である基地の撤去を求めストライキを行うなど基地と闘いました。
番組は、上原さんの人生をたどるとともに、基地で働きながらも基地と闘った労働者の姿を
描きます。

今回の舞台は、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進め
られている名護市辺野古の周辺。俳優の篠山輝信さんが
最近人気の“民泊”に滞在し、知られざる絶景スポットな
ど、東海岸の豊かな自然を堪能します。そして、埋め立
て予定地への土
砂投入が迫る
中、地元の人々
はどのような思
いを抱いている
のか、様々な声
に耳を傾けます。

基地で働き、基地と闘う
～沖縄　上原康助の苦悩～

篠山輝信の沖縄旅２０１８
“民泊”に住んでみた

全国放送 午前8:15総合6月13日[水]

生放送

シリーズ 闇に埋もれた真実は

第２回 消された精神障害者たちを探して
～戦後沖縄の私宅監置～

第２回 消された精神障害者たちを探して
～戦後沖縄の私宅監置～

（放送日・内容は変更の場合あり）

6月号❷

1

今
月
の
お
す
す
め
番
組

!


