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沖縄、100回目の、忘れられない。沖縄、100回目の、忘れられない。

わくわくゴーヤーボート

ゴーヤーボートにおすすめ！
キウイソース

1
ゴーヤーは縦半分に切り、ワタは残したまま硬い種だ
けを取り出す。
皮に斜めの切り込みを入れて塩こしょうをふり、小麦
粉をはたく。

2 肉だねの材料を合わせ、粘りが出るまでこねる。

4
 フライパンにオリーブオイルを入れ、火にかけて3を
並べる。
フタをして中弱火で15分ほど蒸し焼きにして完成。

3 １にピザ用チーズをのせ、その上に2を詰める。
さらにトマトを肉だねに押し込みながらのせる。

作り方

ポイント

・ゴーヤー・・・夏野菜の代表格。ビタミンCがトマト、きゅうりの2.5倍以上
・苦味成分モモルデシン・・・食欲UPが期待できる
・ゴーヤーのワタ・・・ビタミンCが皮の1.7倍含まれている
・トマト・・・加熱すると抗酸化力のあるリコピンの体内への吸収力がUP！

顔ヨガ

1
2
・

頬の筋肉を吸い込む。
ひよこのように、唇を上下に動かす。
３回繰り返す

ぴよぴよ口
ブルドッグライン解消！

はにわ顔
口角アップ！目尻の下がり解消！

頬を噛まない。吸い込む力だけで、
頬の筋肉を内側に持っていく。

ココを
意識！

口角を
下げない。

ココを
意識！

1 口を開け、唇を上
下に巻き込む。

口角をあげ、目線
を上に。

頬の筋肉で、目の
下を持ち上げる。

３回繰り返す

2

3

・

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

1 2 2
1

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。

監修：野菜ソムリエ上級プロ 徳元 佳代子さん

監修：フランス料理店店主 新屋 健一さん

指
で
押
さ
え
る
と

吸
い
込
み
や
す
い
！

【材料　4人分】
・ゴーヤー（中） 2本
・塩こしょう 適量
・小麦粉 大さじ１/２
・ピザ用チーズ 80g
・ミニトマト（赤・黄） 各5個
・オリーブオイル 大さじ１

＜肉だね材料＞
・合いびき肉 300g
・玉ねぎ（みじん切り） 100ｇ
・卵 1個
・塩 小さじ1
・にんにく（すりおろし） 　30g
・こしょう 少々

畑山 弥保キャスター

・キウイフルーツ（すりおろし） 1個分
・はちみつ 小さじ2
・塩 3～4つまみ

マグロとスイカのタルタル

1 マグロとスイカを８ｍｍ角にカット。スイカには
少し塩を振る。

2
ボウルで、１で切ったマグロ、しょうゆ、ウスター
ソース、辛味調味料、オリーブオイル、ケイパー、塩
こしょうを混ぜ合わせる。

4 型を抜き、フレンチドレッシングをスイカの上から
かければ完成。

3
よく混ざったら、お皿の中央に筒状の型を置き、2を
入れる。
さらにその上に１で切ったスイカをのせる。

作り方

ポイント ・ケイパーの風味や酸味でワンラックアップの味に！
・盛り付けの際、スプーンで押しながら型に入れると崩れにくい！

【材料　1人分】
・マグロ １００ｇ
・スイカ ７０ｇ
・しょうゆ 小さじ１／２
・ウスターソース 小さじ１／２
・オリーブオイル 大さじ１／２
・ケイパー ８粒
・辛味調味料 少々
・塩こしょう 少々

＜フレンチドレッシング材料＞
・白ワインビネガー ５ｍｌ
・サラダ油 ２０ｍｌ
・マスタード ２ｇ
・塩こしょう 少々 我如古 梨乃

キャスター

学小 ジラ生 オ 工 作 教 室
参 加 者 募 集 締 め

切 り 1 木 午
後 6 時7

12

作
る
作
る

応募連絡先 098-865-2222（平日午前9時～午後6時）お電話でお申し込みください

事前申込定員制

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

平成30年7月28日（土）・29日（日）

※製作できるラジオは１組につき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。

参 加
無 料

◇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［28日（土）１回目・２回目 ／ 29日（日）１回目・２回目］

参加自由

平成30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！～

多良間村で「平成３０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。
日　時：平成３０年７月２５日（水）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＞

会　場：＜晴天会場＞多良間村立多良間小学校運動場
＜雨天会場＞多良間村立多良間小学校体育館
※雨天の場合は室内履きをお持ちください。
※雨天会場は狭小のため、入場制限をいたします。
　ご了承ください。

出　演：体操指導：多胡 肇　ピアノ演奏：加藤 由美子
問い合わせ：
　多良間村教育委員会
　教育課　電話０９８０－７９－２６７４
　（平日 午前８時３０分～午後５時１５分）
　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）

加藤 由美子多胡 肇

※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）

団体見学
受付中！

見学の流れ

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。

オリジナルラジオを
作ろう!

部品をはんだ付けして、自分だけの
ラジオを作ります。

見
る
見
る
NHK沖縄放送局を
見学しよう！

ニューススタジオなどの裏側をのぞいちゃお！ クイズ形式で楽しく学びます。

学
ぶ
学
ぶ
さいとうあやの気象予報士の

＊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。
＊お子様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30年7月13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。

平日午前11：45
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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8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
※放送日時・内容は変更する可能性があります。太鼓・ひがけい子歌・よなは徹踊・大湾三瑠

後編・「北谷舞方」

歌・川畑さおり 踊・時本ひとみ

前編・奄美 「朝花節」

奄美から八重山まで、琉球弧に残る島唄の名曲と踊りのコラボレーション！
第72回ＮＨＫ沖縄の歌と踊りのつどいから、前編は、奄美喜界島と八重山。後編は奄美
沖永良部島、宮古、沖縄本島の島唄を、それぞれ島の風景を織り込みながら紹介します。

沖縄県域総合

午後7:307月20日 27日前編 後編

～

月の7 関連番組沖縄
 ６日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼセレクション「スズメのひょうたん」
 ６日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 8日（日） 午前8：3０ みんなＤＥどーもくん！（石垣市）
 １３日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「甲子園100回！『うちな～高校野球物語』」 拡大版
 １６日（月） 午前9：55 第100回全国高校野球選手権沖縄大会 準々決勝
 ２０日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「カラスと仁王」
 ２０日（金） 午後７：３０ 沖縄の歌と踊り「琉球弧の島唄に舞う  前編」
 ２１日（土） 午前9：5５ 第100回全国高校野球選手権沖縄大会 準決勝
 ２2日（日） 午後1：00 第100回全国高校野球選手権沖縄大会 決勝
 ２５日（水） 午前６：３０ 夏期巡回ラジオ体操（多良間村）
 ２７日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中倶楽部―７月号―
 ２７日（金） 午後７：３０ 沖縄の歌と踊り「琉球弧の島唄に舞う  後編」

Eテレ

FM

ＢＳプレミアム

総合

ラジオ第１

Eテレ

総合

ラジオ第１

ラジオ第１

総合

総合 ラジオ第１Eテレ

総合 ラジオ第１

13日
沖縄県域総合

甲子園100回！
「うちな～高校野球物語」

甲子園100回！
「うちな～高校野球物語」

夏の高校野球が第１００回記念大会を迎えま
す。県勢にとっても初出場から６０年となる
節目の年です。米軍統治下から出場し、甲
子園の土を那覇港に捨てざるをえなかった
首里高校の悲話、栽監督が率いた沖縄水産
高校の旋風、興南高校の春夏制覇と高校野球は県民の注目を集めてきました。まさに
沖縄の高校野球には、県民が歩んだ歴史が詰まっています。番組では視聴者の皆さん
からエピソードを募集。私たちにとって高校野球とはどんな存在なのか、そして、高校
野球はそれぞれの人生をどう変えたのか。きんくる拡大版でお伝えします。

午後7:30

スペシャル

こちらも見逃せない！

これまでにいただいたエピソード

スポーツ担当
黒住駿アナウンサー
スポーツ担当
黒住駿アナウンサー

沖縄大会

（一部抜粋）

私は某コンビニで10年程働いてるん
ですが、2、3年前の母の日にお母さ
んへのメッセージを募集しました。そ
の1つに、女手ひとつで育ててくれた
お母さんを必ず甲子園に連れて行
く！と書かれたメッセージがありまし
た。しっかりとフルネームが書かれて
あり、小学生のころからの常連さんで
した。この年の甲子園でなんと沖縄
県代表になり、メッセージ通りに甲
子園出場を決めました！自分の子供
のように嬉しくて涙しました。

30代女性

1968年、建築中でまだ石ころだらけの整備され
ていない運動場でよく野球の試合をした。その
年の夏、興南高校が甲子園で現監督の我喜屋
主将らの活躍で快進撃を続け、興南旋風を巻き
起こしベスト4に入った。沖縄中を熱狂させた、
高校野球フィーバーだった。子供達はみんな野
球を始め、私もその１人だった。木の棒を削った
バットを作ったり、板のベース等を置いたり、いろ
いろ工夫していた。グローブもほとんどお古のお
下がりで、ありあわせの古いものばっかりだっ
た。みんなが貧しい時代だった。沖縄の少年野
球の創世記だったのかな。

50代男性

2006年夏。沖縄からは八重山商工が出
場した甲子園。私は仕事で上司とうまくい
かず、退職したばかりで、とても気持ちが
落ち込んでいました。石垣出身の私はどう
しても八重山商工の試合が見たいと思い、
夜行列車で関西へと向かいました。八重
山商工は序盤からリードを許しましたが、
最終回の2アウトから同点に！そして延長
10回に勝ち越して勝利しました。最終回
に同点に追いついたとき、10回に勝ち越
した時には、隣の知らない人と抱き合うほ
ど、アルプススタンドは大興奮でした。

30代男性

おじいが泣いたあの試合、あの一戦がわたしの人生を変えた、
　　　　　　　　　　　　　　　あの高校の存在で自分も頑張れた！など

「わたしと高校野球」
エピソード募集中！

放送まで
どしどし
お送り下さい

♪

節目の今大会。甲子園出場を狙う各チームの思いは例年以上に熱く、大混戦が予想され
ています。その中で、今年も優勝候補筆頭に挙げられるのは「興南」です。県内最多であ
る１０回の夏の甲子園出場の実績があり、現チームも昨秋・今春の県大会で２回の準優勝
と安定した強さを誇ります。今年５月、昨秋の全国大会優勝の高知・明徳義塾を招いて
行われた試合でも勝利するなど、総合力の高さがあります。秋の県大会優勝の「沖縄尚
学」は投手力を中心に守りが安定。春の県大会優勝のＫＢＣ未来沖縄は、創部４年目なが
ら“野球専攻学科”でメキメキと力を伸ばしているチームで、九州大会でもベスト４。春夏
通じて初の甲子園出場を狙います。
その他にも、秋ベスト４の沖縄水産では１９９１年の甲子園準優勝メンバー３名がコーチとし
て選手を指導するなど、古豪復活への強い思いを１００回大会に捧げます。
記念大会の今年、頂点に立ち、甲子園出場を手にするのはどのチームか。球児たちの熱
き戦いを生中継でお楽しみください！

ドローンが八重山諸島を飛びまくる。
そこはまさに、日本を代表する“美ら海”。
しかし、ひとえに美ら海といっても、その
表情は島ごとに全く違います。白砂に包
まれた石垣島、深いジャングルの森で覆
われた西表、驚くほどの透明度を誇る黒
島。断崖絶壁の孤島・与那国島。その島々
をシーカヤックで横断しながら、ドローン
で究極の景色を捉えていくのです。旅人
は、海洋冒険家の八幡暁さん。今回は、ド
ローンパイロットとタッグを組み、まだ見
ぬ八重山の絶景をハンティングしていき
ます。また、八幡さんが得意とする素潜り
を、最新「水中ドローン」が追いかけます！

午後9:00総合
7月16日[月・祝]

八
幡 

暁
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ん

43分拡大版

生中継
生中継

生放送
生放送

生中継

第100
回の

見どころ

準々決勝 １６日 ラジオ第1 午前９：５５月

準決勝 ２１日 ラジオ第1Eテレ総合 午前９：５５土

決　勝 ２2日 ラジオ第1総合 午後１：００日

郵  送 〒900-8535 那覇市おもろまち2-6-21　NHK沖縄放送局「きんくる高校野球」係
メール ホームページからお送りください。　http://www.nhk.or.jp/okinawa/

応募先

琉球弧の島唄に舞う

今
月
の
お
す
す
め
番
組
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