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夏川り
みさん

が

歌いま
す

子ぬ方星になった息子
（ニヌファブシ）

２日（金）
Ｅテレ 午前７：２５

どんぐりころころ
（八重山バージョン）

１６日（金）
総合 午後１１：５０

許田の手水
２日（金）  総合 午後１１：５０

ガンマジムン
３０日（金）  総合 午後１１：５０

「伊平屋島のヤグラウフヌシ」
２３日（金）  Ｅテレ 午前７：２５

総合 午後１１：５０

大きな古時計
（石垣島バージョン）

９日（金）  Ｅテレ 午前７：２５
総合 午後１１：５０

放送時間：金曜日　　　午前７：２５
再 放 送：月曜日　　　午後５：２０、水曜日　　　午後５：３５
　　　　　金曜日　　　午後１１：５０

Eテレ
Eテレ Eテレ
総合

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

牛肉としいたけのオイスターソース炒め

1

ごぼうは薄切りにして、軽くゆでる。しいたけ
（出汁を取った後）は、軸を切り落として、四つ
割りに。
エリンギは斜め薄切り。牛肉は食べやすい大きさ
に切る。
これらの材料をボウルに入れ、たれAを混ぜ
合わせる。

2
フライパンにごま油を熱し、牛肉の色が変わる
まで炒める。
牛肉を炒めたら、ごぼう、エリンギ、しいたけを
加えて、しんなりするまで炒める。（中～強火）

3
たれAを入れ、汁気を飛ばしながら更に炒める。
（中～強火）
赤唐辛子を加えて炒めたら完成。

作り方 【材料　4人分】
牛肉（こま切れ） 200g
ごぼう 60g
乾しいたけ（水で戻す） 4枚
エリンギ 100g
たれA
　昆布と乾しいたけの水だし 
 大さじ4
　しょうゆ 大さじ1強
　砂糖 小さじ2強
　オイスターソース 小さじ2
ごま油 大さじ2
赤唐辛子（種を取り輪切り） 少々

監修：野菜ソムリエ上級プロ 徳元 佳代子さん

島かぼちゃのポタージュ

作り方

1  島かぼちゃは種を取りのぞき、適当な大きさに切る。

2
 鍋にバターを熱し、玉ねぎをしんなりするまで炒める。
かぼちゃを入れて軽く炒め、さらに水と米を加えて
柔らかくなるまで煮る。

3 2をミキサーにかける（なめらかになるまで）

4
3を鍋にもどし、チキンコンソメ、豆乳を入れて加熱
する。
塩・こしょうをし、器に注ぐ。生クリームを回しかけて
パセリを添れば完成。

作り方

1  島かぼちゃは種を取りのぞき、適当な大きさに切る。

2
 鍋にバターを熱し、玉ねぎをしんなりするまで炒める。
かぼちゃを入れて軽く炒め、さらに水と米を加えて
柔らかくなるまで煮る。

3 2をミキサーにかける（なめらかになるまで）

4
3を鍋にもどし、チキンコンソメ、豆乳を入れて加熱
する。
塩・こしょうをし、器に注ぐ。生クリームを回しかけて
パセリを添れば完成。

我如古 梨乃
キャスター

ポイント

乾燥させた乾しいたけ
を使うことで、うま味が
出る！

～♪

月の11 関連番組沖縄

生中継

生放送

 ２日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「子ぬ方星になった息子」（ニヌファブシ）
 2日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 ２日（金） 午後７：００ B.LEAGUE「アルバルク東京ｖｓ琉球ゴールデンキングス」
 ２日（金） 午後７：３０ ETV特集「基地で働き基地と闘う～沖縄 上原康助の苦悩～」（再）
 ９日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「大きな古時計」夏川りみ
 １６日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～
 １６日（金） 午後９：００ 新日本風土記「風と煙と蔵の味」
 ２３日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「伊平屋島のヤグラウフヌシ」
 ３０日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中倶楽部 ― １１月号 ―

Eテレ

FM

BS1

総合

Eテレ

総合

ＢＳプレミアム

Eテレ

ラジオ第１

（平日 /午前9時30分～午後6時）

日時／１1月２9日（木） 午前１０：0０～　会場／ 中城村 なかよし児童館・地域子育て支援センター「ごさまる」（中城村当間８４７－１）

日時／１1月7日（水） 午前１０：0０～　会場／ 与那原町 海風児童館（与那原町字板良敷１０９）

日時／１2月6日（木） 午前１０：3０～　会場／ 名護市 名護市民会館 中ホール（名護市港２－１－1）

平日午前11：45

【材料　４人分】
島かぼちゃ 200ｇ
玉ねぎ（薄切り）  1/4個
水 400ｍｌ
豆乳（特濃） 150ｍｌ
バター  15ｇ
米 5ｇ
チキンコンソメ（固形） 1個
生クリーム 適量
塩・こしょう 適量
パセリ 少々

監修：だしソムリエ 山城 尚子さん

1 フタつき容器に、昆布と乾しいたけを入れ、水を注ぐ。

2 冷蔵庫に一晩（6時間以上）置く。
（保存期間は冷蔵庫で５日程度）

昆布と乾しいたけの水だしの作り方

【材料　１ℓ分】
だし昆布 10g
乾しいたけ ５枚
水 １ℓ

第11回 おもろまち秋まつり 主催：おもろまち自治会主催：おもろまち自治会

日時：１１月３日（土）

　　　午後０時～

会場：新都心公園 大
原っぱ みなさまのご来場、

お待ちしております♪
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出張
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イビジョン！

８Ｋを体験して
みよう♪

お天気キャスタ
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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12月26日となります。

口座・クレジット払いを利用すると…

NHKでは事業運営のパートナーとなる企業を募集しています

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

詳細HP
www.nhk.or.jp/boshu/

お問い合わせ
NHK沖縄放送局営業部 098-862-5151
（平日　午前10：00～午後5：00）

放送受信料契約・収納業務業務
内容 全業種対象

企業

沖縄県域 午前7：25 他Eテレ

昔、石垣の白保村に、母と2人の息子が暮らしていました。生活が苦しく、働きすぎた母親
は、星の美しい秋の日に亡くなってしまいます。親孝行の弟は一緒に墓参りに行こうと兄
を誘いますが、兄は面倒くさがるばかり。それでもねばる弟に渋々出かけると・・。

2日[金]「子ぬ方星になった息子」（ニヌファブシ）

夏川りみさんが石垣の言葉で歌う「大きな古時計」。伝統行事アンガマーでも有名な
「ウシュマイ（おじいさん）のトゥーキー（時計）」。石垣のゆったりとした時間の流れと、
おじいさんの時計が刻む時間の流れが夏川さんの歌声で一つに重なる作品です。
新良幸人さんの三線演奏も聞きどころの一つです。

9日[金]「大きな古時計（石垣島バージョン）」/夏川りみ

琉球を統一した尚巴志王の曽祖父・ヤグラウフヌシにまつわる不思議なお話。不作に備
えて食料を蓄えていたことにより伊平屋島で人々のやっかみを受けたヤグラウフヌシ
は、夢に出てきたおじいさんに、島を出て5つの岬を巡り辿りついた場所で暮らすよう
告げられます。お告げの通り旅に出ると・・。

23日[金]「伊平屋島のヤグラウフヌシ」

沖縄県域 午後7：30（再）総合11月2日[金]

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58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。基地の労働者は、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年代に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全軍労を率いて闘いました。
番組は、上原さんの人生をたどるとともに、基地で働きながら基地と闘った労働者の姿を描きます。

基地で働き 基地と闘う
～沖縄 上原康助の苦悩～

「今気になること」を占
う。先生がお米を振って
いる間、心の中で占い
たいことを唱えます。
ケースから米粒を取り
出し、３つのお皿に入れ
ると、お皿に入れた米粒
の数で占ってくれます。

「米掛（米粒占い）」
ミーグァー

「今現在から半年前後」に
ついて文鳥が占います。文鳥
がタロットカードを３枚抜き
取り、カードに書いてある
イラストを見て占い師が助言
します。
台湾では、文鳥は霊力の高い
生き物だとされています。

「鳥掛（鳥占い）」
ニャオグヮ

すでに決まっているとされる人生の
大まかな運勢を読み解きます。
名前、生年月日、生まれた時間を
伝えると、全体運、性格、恋愛、仕事、
金運、健康、人間関係など、まんべん
なく占ってくれます。

「紫微斗数（星占い）」
し　び　と　す　う

２０１９年度 放送番組モニター募集案内
ＮＨＫでは、いま、２０１９年度の「放送番組モニター」を募集しています。このモニターは、広く視聴者のみなさまか
らＮＨＫの番組についてご意見・ご感想をいただき、番組の質の向上に役立てるためのものです。

❶ 募集人数　ｏ前期・後期　各１０人
❷ 委嘱期間　ｏ前期　２０１９年　４月 １日～ （６か月）
　　　　　　ｏ後期　２０１９年１０月 １日～ （６か月）
 前期・後期のどちらをお願いするかは、ＮＨＫで決めさせていただきます。
❸ 応募資格
 ●受信契約をしている方、またはその同居家族。（応募には、NHKネットクラブプレミアム会員の登録が必要です。）
 ●１８歳以上でＮＨＫの総合テレビ、Ｅテレ、ラジオを視聴でき、インターネットでリポートを送ることができる方。
 ●沖縄県にお住まいで「おきなわＨＯＴｅｙｅ」を視聴できる方

締め切り：２０１８年１１月１５日（木）　午後５時

詳しくは
　こちら→

VS東京 琉球
HOME

11月
2日［金］

キングスは、昨季西地区優勝を果たし、チャンピンシップベスト４入り。今季は更に
上を目指し、「頂点を狙う」と佐々ヘッドコーチや選手たちは口にしています。その

中で迎えるのが昨季頂点に立った東地区の強豪・アルバルク東京とのアウェーゲーム。キングス
が目標を達成する上での試金石となる“今季初対戦”です。前年チャンピオンを相手にどんな
戦いを見せるのか。“新生チームの現時点での実力”を比べる上でも大事な戦いとなります。
頂点を目指すキングスの注目の一戦を、ＢＳ-１で是非お楽しみ下さい！

実況は

黒住アナの
みどころ

生中継!
で

アリーナ立川立飛から！アリーナ立川立飛から！
アウェーゲームアウェーゲーム

平日 午前11：45

「台湾の占い横丁」今回の
テーマ

台北市内の人気観光スポット「行天宮」。その地下道に
台北市公認の占い横丁があります。
２０店舗以上の占いブースが並び、台湾の人は家族や
友人と一緒に日頃から利用しています。

ぎょうてんぐう

台湾の定番占いトップ３台湾の定番占いトップ３

全国放送
午後7：00

  NHK沖縄から
黒住 駿
　 アナウンサー

  NHK沖縄から
黒住 駿
　 アナウンサー

今
月
の
お
す
す
め
番
組

!


