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2019年は、組踊上演300年・「沖縄の歌と踊り」放送50年の節目の年です。

NHK沖縄放送局
広報誌ゆんたく２０１９年 3 月号

クミオドリ
 オキナワノ
ウタトオドリ

300ネンネン 50ネンネン

名優、真境名由康が創った「伊江島ハンド―
小（はんどぅぐゎー）」は「奥山の牡丹」「泊阿
嘉」と並んで、「沖縄芝居の三大悲歌劇」とい
われ、戦前戦後を通じて数多く上演されて
きた名作です。愛した人に裏切られ、短い生
涯を終えた悲劇のヒロイン「伊江島ハンド
―小」。この名作歌劇に挑戦した、沖縄芝居
研究会の熱演の舞台をご紹介します。

島袋光裕氏書
（琉球芸能家、書家）
島袋光裕氏書
（琉球芸能家、書家）

50年間変わらない
タイトルロゴ
50年間変わらない
タイトルロゴ

3月15日 歌劇・伊江島ハンド―小
今月の放送は・・・

【歌意】

今日の嬉しさは
何に例えられようか
蕾んでいた花が
露を受けて
ぱっと咲いたようだ。

今日の誇らしゃや

何にぎやな譬てる

蕾で居る花の

露行逢たごと

　き　　　ゆ　　　　　　ふく

なをう　　　　　じ　　　ゃ　　　　　　　た て ぃる

 ちぶ　　　　　をう

 つぃゆ　　ちゃ

ご存じ沖縄の宴の冒頭
を飾る祝儀舞踊（歌）で
ある。「沖縄の歌と踊り」
は1969（昭和44）年10月、
この踊りで始まった。

午後7：30
総合 沖縄県域

撮影：矢野輝雄　国立劇場おきなわ所蔵

今月のおすすめレシピ

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の3 関連番組沖縄

平日 午前11：45
月～金総合

実演：

我如古梨
乃

キャスタ
ー

顔ヨガ

1

2

鎖骨のくぼみを抑え、顔のパーツ
全てを中心に寄せる。
息を吐きながら舌を出す。

1

2

鼻の下を伸ばしながら、鼻に両手を
当て、鼻筋の下から上に滑らせる。
こめかみに流す。

むくみ解消！ くちゃべープッシュ おでこのしわ解消！ 眉間からおでこのV字上げ

・鼻筋に沿って下から上に手を滑らせる
ことで、顔全体スッキリ！

舌を出すときに顔をゆがめない。ココを
意識！

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

1 1
おでこや眉間はリラックス。ココを

意識！2

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。

・顔をクシャクシャにして舌を出すことで
血行が良くなり、むくみ解消に繋がる。 2

 １日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 童謡「春よこい」
 ５日（火） 午前８：３０ Journeys in Japan 「Iheya：Grace of Nature in the Sacred Island」
 ８日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 ８日（金） 午後７：３０ きんくる「世界が注目！沖縄の”Ｉｋｉｇａｉ”」
 ９日（土） 午前７：３５ きんくる「世界が注目！沖縄の”Ｉｋｉｇａｉ”」（再）
 ９日（土） 午後１１：００ ＳＯＮＧＳ「ＢＥＧＩＮ」
 １０日（日） 午前１１：００ 沖縄ミュージックジャーニー（再）
 １4日（木） 午後１0：25 もふもふモフモフ

 １５日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ アニメ「ネズミの竹ぶえ」
 １５日（金） 午後７：３０ 沖縄の歌と踊り　　　　「伊江島ハンドー小」
 １５日（金） 午後９：００ ＢＳ１スペシャル「カンボジアに医療の灯火（ともしび）を～沖縄発　女性医師の挑戦～」
 ２３日（土） 午後3：０0 ザ・ディレクソン
 ２９日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ アニメ「神々のアチマイ」
 ２９日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中倶楽部 ー３月号ー
 ３０日（土） 午前７：3５ アサタビ！  マチグヮーに思いをよせて～沖縄・那覇～
 ３１日（日） 午前７：１０ ワンワンわんだーらんど「沖縄・宜野湾公演」
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総合
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総合
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総合

BS1

BS1

Eテレ

ラジオ第１

総合

Eテレ

拡大版

拡大版

生放送

この4年間は、沖縄のヒーローを
知ることができた4年間でした。
スポーツや芸能など、様々な分野
に、沖縄の人々が愛してやまない、
そして勇気をもらう人たちがいる
ことを知りました。そして僕も気が
つくと、そういう話を聞くのが好き
になっていました。特に自分にとって
は、具志堅用高さんと安室奈美恵
さんという2人のヒーローが、大事

な瞬間を迎える時期に「きんくる」で取材することができ、
とても幸せでした。
4月からは東京に転勤しま
すが、これからも「誰かに
とっての大切なヒーロー」を
取材したいと思っています。
4年間、ありがとうございま
した！

ポイント

島大根…２月～３月が旬。早く火が通り、煮くずれしにくいのが特徴。
　　　　ビタミンCやカリウムが豊富。
　　　　100gあたり約18kcalとヘルシー。

作り方

1 島大根は1㎝角に切る。

2 フライパンにごま油をひき、しょうがとトウバンジャンを
炒め、香りがたったらひき肉を炒める。

3 島大根とAを加えてふたをし、強火で約４分煮る。

4 柔らかくなったら水溶き片栗粉を加え、とろみがつく
まで加熱する。

5 最後に大根の葉、クコの実、青ネギをちらす。

【材料】

島大根 400ｇ

ごま油 適量

しょうが（刻み） 1片分（10ｇ）

トウバンジャン 小さじ1

豚ひき肉 150ｇ

水 200cc

醤油 25cc

砂糖 大さじ1

みそ 大さじ1/2

水溶き片栗粉

 （水60㏄片栗粉大さじ1）

クコの実 大さじ1

大根の葉・青ネギ（小口切り） 適量

A

島大根とひき肉のあんかけ煮
監修：野菜ソムリエ上級プロ 徳元 佳代子さん

畑山 弥保
キャスター

アナウンサー 気象予報士

3年間お世話になりました。気象
予報士として沖縄の自然、文化を
知ることができたことは、とても
大きな財産となりました。まずは、
やっぱり台風です。2016年10月3日
台風18号が接近し、本島地方に
特別警報が発表され解説をしまし
た。また北海道出身の私には経験
のなかった台風の眼に入る体験も
2回できました。そして激しい雨と

不快な蒸し暑さとなる沖縄の梅雨。73年前は、この梅雨時
に沖縄戦があり、慰霊の日に梅雨が明けました。季節が
初めて別の意味を持って感じられました。さらに琉球漆器
に沖縄の強い紫外線が必要であること、旧暦やミーニシや
カーチーベーなどの風の名前。
この豊かな自然や文化の中で
出会った人とのつながりがもっとも
大きな財産になりました。ありがとう
ございました。沖縄最高です。また
帰ってきます！

地元・沖縄で勤務出来た４年間は、
家族や友達の支えもあり、とても
充実した毎日でした。初めは右も左
もわかりませんでしたが社会人とし
て、キャスターとして、上司や先輩、
取材で関わる方々からたくさんの
ことを学びました。
沖縄での経験は私の宝物です。
４年間担当した「沖縄ちゅらTV」

では、地元のイベントやグルメ、芸能
情報など、様々なジャンルで活躍
する、素敵な方々に出会うことが出来
ました。
４月からは県外の放送局で勤務する
ことになりますが沖縄で学んだこと
を活かし、明るく元気に頑張ります！
４年間ありがとうございました！

４年間ありがとうございました。
「沖縄ちゅらTV」で、料理コーナーや
インタビュー、台湾通信などを担当
させて頂きました。時にはムーチー
の日のご家族にお邪魔したり、スター
フルーツ農家さんにお話を伺ったり、
女性釣りグループに同行したり・・・。
皆さんに共通しているのは、情熱的
で前向きであたたかいということ。
１つ質問すると１００の答えが返って
くる。それも活き活きと楽しそうに

話してくれる。沖縄初心者のわたしに、親身になってたくさん
のことを教えてくださいました。４年間を振り返ると一人
ひとりの顔が浮かび、皆さ
んに出会えたことを幸せに
思います。これからは一人
の沖縄ファンとして、観光客
として戻ってきます！笑
またどこかでお会いしま
しょう。本当にありがとう
ございました。

～

キャスター キャスター
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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4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

90年「恋しくて」でデビュー
して以来、「涙そうそう」
「島人ぬ宝」など国民的に
知られる楽曲を数多く生み
出しているBEGIN。沖縄
出身でなくとも聴く人の

郷愁を誘うメロディーは、どこから生まれるのか？
長らく沖縄ロケに興味を持っていた番組責任者の大泉がスタ
ジオを飛び出し、沖縄に遠征！メンバー行きつけの場所や
ゆかりの人物を訪ね、食べ・歌い・踊りまくって BEGINの
素顔、そして彼らの音楽の魅力に迫る！

沖縄県域 午前7：25Eテレ

BS1の地域応援番組「ザ・ディレクソン」。視聴者が“ディレクター ”になリ、地域を元気にするアイデア
などを出し合って、優勝企画はＮＨＫが全力サポートして番組化する。今回のテーマは「若い力で沖縄
のホントの魅力を全国に広めよう！」。沖縄にはキレイな海、豊かな自然、美味しい食やお酒があり、
若い人が多く活気があって、魅力がいっぱい！そんな魅力に満ちた沖縄だが、まだ多くの人に知られて
いない魅力があるはず！
“沖縄のホントの魅力”を県
内各地から集まった10代
～ 40代がアイデアを出し
合い、その魅力を広める番
組企画を作ろうと言うもの
だ。さあ、いったいどんな
企画が飛び出すのか？

１９７０年代のポル・ポト政権下、医師など知識層が虐殺され
医療が崩壊したカンボジア。いまだに医師不足で苦しむこの国
で、人材育成に尽力する沖縄出身の女性医師がいる。小児科医、
嘉数真理子さん。嘉数さんは、太平洋戦争で同じく医療が崩壊
した沖縄の医師として、先輩から代々引き継いできた医療教育
の経験を役立てたいとカンボジアに渡った。医師育成の極意
は沖縄独特の「屋根瓦式」と呼ばれるもの。研修医に後輩の新人
医師の指導を積極的に任せることで、瓦のように人材の層を厚く
し、医療レベル全体を効率的に上げていこうというものだ。
カンボジアの医療復興のために奔走する嘉数さんの姿を描く。

全国放送 午後3:00
3月23日[土]

全国放送 午後9：00
3月15日[金]

全国放送 午後11：00
3月9日[土] 総合

カンボジアに医療の灯火を
～沖縄発  女性医師の挑戦～

ともしび

BS1スペシャル

ザ・
ディレクソン

雪国の春と沖縄の春を情感たっぷり
のアニメで表現。那覇市出身の歌手
比屋定篤子さんの優しい歌声とともに
お届けします。歌詞に出てくる「桃」
は沖縄でも見られるのでしょうか。
さぁたぁちゃんのトリビアつきです。

1日[金]

童謡「春よこい」
昔、竹かごづくりのおじいさんが、子供
たちにいじめられていたネズミを
助けました。翌日、ネズミは助けて
もらったお礼におじいさんをネズミの
屋敷の宴に招待します。すっかり楽しい
時間を過ごしたおじいさんは、帰り際、
庭に埋めるようにと竹ぶえを渡され
ます。

15日[金]

アニメ「ネズミの竹ぶえ」
「アチマイ」というのは、集まり、会議の
こと。昔々、山の神と海の神、縁結びの
神、食の神は、春になると首里の弁が
岳に集まって、その年の作物や漁の
良しあし、人の生き死にや縁結びを
相談して決めていました。ところが、薪
取りに山に入った男がその見てはならぬ
アチマイの場に遭遇してしまいます。

29日[金]

アニメ「神々のアチマイ」

全国放送  午後10：25
 （再放送：20日［水］ 午後11：55）
総合3月14日[木]

かわいいニャンコやワンコが大集合する
癒やし番組「もふもふモフモフ」。今回は
池間島の海沿いのカフェで看板もふもふ
を務める犬猫コンビが登場！接客上手
なネコのボブはいつでもお客さんを超
ウエルカムでお出迎え、でもワンコの花
はものすごい人見知りで客が近づくと
一目散に逃避する塩対応…。そんな2匹
もビーチに出ると激変!?なにが起こるの
か?他に、若手人気俳優・杉野遥亮の「温
泉もふもふ」、視聴者からの投稿動画な
どモフモフが目白押し！

本島北部の大宜味村。人口3000の小さな村がいま、「長寿の里」として海外
から熱い視線を浴びている。去年、村を訪れた外国人は少なくとも12か国から
計100人。きっかけとなったのが2016年にスペインで出版された本「Ikigai」だ。
45か国で計100万部以上が売れたこの本の中で『大宜味村の人たちは“生きがい”
を持ち、90歳、100歳になっても生き生きと暮らしている』と紹介され外国人
を惹きつけたのだ。
訪問者たちは何に驚き、何を特別と感じているのか。番組では、「Ikigai」の
秘密を探しに大宜味村を訪れる外国人たちの目を通して、長寿の秘訣を再発見。
さらに、海を越えて実践される「模合」などの取り組みも紹介。かつては日本一
の長寿県だった沖縄。その潜在能力にあらためてスポットをあてる。

郷愁を誘う歌声で数々の名曲を生み出しているBEGIN。彼らの歌の原動力となっている、ふるさと
沖縄を番組責任者・大泉洋が訪ね、BEGINの魅力を徹底解剖！
沖縄そばや三線・民謡酒場など地元ならではの文化や味覚に触れた大泉が感じたこととは？BEGIN
はその様子を東京でモニタリングしながら、沖縄・そして自分たちの音楽への思いを語る。

沖縄県域総合
午後7:30

 （再放送：9日［土］ 午前7：3５）
3月8日[金]

世界が注目！沖縄の“Ｉｋｉｇａｉ”
～大宜味村・健康長寿の秘訣～

津波 信一大橋 拓 ＭＥＩＲＩ

BEGIN
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