
日本戦放送予定

VS. アイルランド 生放送 総合／BS8K／BS4K／ラジオ第1

VS. サモア 生放送 ラジオ第1 録 画 BS1／BS4K

VS. スコットランド 生放送 ラジオ第1 録 画 BS1／BS4K

ほか
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※放送日時・内容は変更する可能性があります。

ちばりよー！

ＦＣ琉球♪

月の10 関連番組沖縄
 ４日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 第201回 昔話アニメ「ハブとパパヤーの実」
 ４日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 ４日（金） 午後７：３０ ETV特集「辺野古　基地に翻弄された戦後」（再）
 ５日（土） 午後４：００ J2 LEAGUE 「FC琉球 対 アビスパ福岡」
 ６日（日） 午前６：３０ ラジオ体操・みんなの体操会（与那原町）
 ６日（日） 午後１０：００ BS1スペシャル「辺野古（仮）」 前編 こうして“基地の街”ができた
 ６日（日） 午後１１：００ BS1スペシャル「辺野古（仮）」 後編 基地移設に翻弄された20年
 １１日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～ 「性暴力を埋もれさせない ～声をあげ始めた被害者たち～（仮）」
 １８日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 第202回 うちなー童謡「うさぎとかめ」
 １８日（金） 午後７：３０ 沖縄の歌と踊り　歌い継ぐ「島うた」の情 ～若手歌手たちの熱唱～
 １８日（金） 午後９：００ 新日本風土記「石垣島」
 １８日（金） 午後１１：５０ 金曜日のソロたちへ（せやろがいおじさん）
 ２５日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中俱楽部
 ２５日（金） 午後７：３０ アサタビ！“島バス”で発見！日本最西端 ～沖縄県与那国島～

Eテレ

総合

総合

総合

総合

総合

総合

Eテレ

ラジオ第1

ラジオ第1

FM

BS1

BS1

ＢＳプレミアム

生中継
生放送

生放送

生放送

沖縄県域 午前7：25Eテレ

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

4日[金]
おいしそうなパパヤーのなる木の前で、神さまから留守番
を命じられたハブ。パパヤーをどうしても食べてみたい
ハブは通りかかった娘をだまして、パパヤーの実を食べて
しまいました。帰ってきた神さまは、パパヤーの実がなく
なっていることに気づくと…。

アニメ「ハブとパパヤーの実」

18日[金]
西表島の船浮出身のシンガーソングライター池田卓
さんが、「うさぎとかめ」を船浮の言葉で歌います。船浮
の小学校では、船浮言葉の「うさぎとかめ」を習う
んだって。みんなの知ってる「うさぎとかめ」の歌詞と
比べてみよう。

童謡「うさぎとかめ」

VS.琉球 福岡

今季、初のJ2の舞台で戦うFC琉球。開幕４連勝を飾り好調な
スタートを切ったものの、シーズン中盤以降は5連敗を喫するなど苦しい試合
が続いています。今季2度目のFC琉球戦の中継は、共にJ2の下位に低迷する
アビスパ福岡との対戦。J1経験のあるアビスパ福岡としてもJ3降格争いに
は巻き込まれたくない中で負けられない一戦です。複数の主力がシーズン
途中に入れ替わったFC琉球が、武器の攻撃力に加え、課題の守備でも粘って
来季への手応えを得られるのか。是非、ご覧ください！

みどころ

スポーツ担当 黒住駿アナウンサー

J2 LEAGUE

生中継 !

10月5日［土］
総合 福岡・沖縄県域
午後4：00

博多の森
　　陸上競技

場から

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。アメリカ統治下の1950年
代にキャンプ・シュワブが建設されて以来、地
域住民は常に基地に翻弄され続けてきた。辺野
古はどのようにして“基地の街”となったのか、
そしてなぜこれほどまでに翻弄され続けるのか、
そしてそれは地域に何をもたらしたのか。番組
では、新たに見つかった資料や新証言を元に、
重い基地負担を背負い続けてきた沖縄の象徴と
して辺野古の戦後史を描く。

ソロの暮らしは自由とこだわりに満ちている

10月4日から
はじまる新番組

毎週金曜夜 11：50
ソロウォッチャー

井上裕介
（NONSTYLE）

能町みね子

全国放送 午後10：00
BS110月6日[日]

「辺野古（仮）」

午前8：00
全国放送

放送開始！

総合
9月30日[月]

【出演】戸田恵梨香、北村一輝、富田靖子  ほか
【作】水橋文美江
【音楽】冬野ユミ
【主題歌】「フレア」Superfly

全国放送総合

午後10：00～  こうして“基地の街”ができた前編

午後11：00～  基地移設に翻弄された20年後編

３世帯に１世帯がひとりで暮らすこの時代、ひとり
暮らし（ソロ）の部屋に定点カメラを設置しそれぞれ
の夜をちょっと拝見。その自由さ、豊かさ、トホ
ホさ…などひとり暮らしの“リアル”を画面いっぱ
いで楽しむバラエティです。画面は終始４分割
で進行。3人のソロたちの暮らしぶりほか、Eテ
レのヒーロー・ストレッチマンが“ひとり暮ら
しあるある”や役立つ情報を紹介します。10月
18日放送回には、あの「せやろがいおじさん」も

せやろがいおじさんせやろがいおじさん

参加
自由

与那原町制施行70周年記念
ラジオ体操・みんなの体操会

特別巡回

２０１９年１０月６日（日）日 程

＜晴天時＞ 与那古浜公園
＜雨天時＞ 与那原町立与那原中学校体育館

会 場

開場 午前5：30　開会 午前6：00時 間

午前6：30～6：40
（ラジオ第一／全国放送）

放 送

みんなで　参加しよう！

今
月
の
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す
す
め
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組
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今月のおすすめレシピ

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。

●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。

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。

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。

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

受信料額（継続振込等） 受信料額（口座・クレジット）

継続振込等
2か月払い

口座・クレジット
12か月払い

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…

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

【材料】（2人分）
マグロ 100ｇ
ナス 1本
桜エビ 6ｇ
長ネギ（みじん切り） 15ｇ
塩麹 15ｇ
おろし生姜 3ｇ
醤油 少々
塩・コショウ 適量
小麦粉（ナス打ち粉用） 適量

（A）
薄力粉 50ｇ
片栗粉 5ｇ
水 適量

大人気の小籠包！

作り方

1 柵状のマグロを軽くたたき、塩麹に10 分程漬けておく。

2 1のマグロに桜エビ、みじん切りにした長ネギ、おろし生姜、醤油、
を入れ混ぜ合わせる。

3 ナスを適当な大きさにカットする。軽く塩をふり余分な水分を取り、
小麦粉を両面につける。

4 2のマグロのタネをナスで挟む。

5 Aをボウルに入れて混ぜ合わせて、天ぷら粉をつくる。

6 4を天ぷら粉につけて 170℃の油で２分程揚げる。
その後 180℃～ 200℃まで温度を上げて さらに 30 秒程揚げて
完成！

塩麹に漬けることで程よく熟成され、マグロの旨味とジューシーさが
増す。
揚げるとパサつきやすいマグロを美味しく食べられるポイント。

最後に高温で揚げることで、油切れが良くなり、また外はカリッと
中はジューシーに仕上がる。

平日 午前11：45
月～金総合

☆塩麹に漬けることで魚の臭みが消えるので、魚
が苦手な方にもおすすめ。
　秋に美味しいサンマなど、いろんな魚で試して
みても◎
☆タネをまるく整形してハンバーグのように焼い
ても美味しい♪

ポイント

ナスとマグロのはさみ揚げ
監修：魚専門の食堂経営 玉城 弘康さん

我  要  一 籠 小 籠 湯 包
ウォ　　イヤァオ　  イーロン　シャオロンタンバオ

（小籠湯包をひとかごください。）

台湾で小籠包を注文すると、
ふかふかの厚い生地で、小さな
肉まんのような食べ物が！
割ってみると・・・

スープの正体は、「豚の皮」! 豚の皮を
煮つめて固めたゼリーをつくり、餡に混ぜ
ています。店によって皮の厚さ、スープの
濃さはまちまち。
５色の小籠湯包
も！ぜひいろい
ろ食べ歩いて、
比べてみてくだ
さい。

薄い皮の小籠湯包は実は上海代表の点心。
1870年ごろから上海で食され、台湾へは1949年
には渡ってきたと言われています。

日本の方がご存知の、皮が薄く汁が
滴る小籠包は、台湾では「小籠湯包」
（シャオロンタンバオ）と呼びます。
「湯」（タン）はスープを意味します。

小籠包？
小籠湯包？

小籠包？
小籠湯包？

実は…?実は…?

汁のある！

小籠湯包を頼んでみ
よう！

汁のある！

小籠湯包を頼んでみ
よう！

小籠包…？あれ？肉まん？

あれ？汁が出ない！

仲本 奈鶴季 
キャスター

コ
ラ

ー
ゲ

ン

たっぷりなの

もうれしい♡

華やかで写真映えしそう！

みんなが知っている小籠包、実は小籠包じゃ
ない！？ 今回は、台湾で商店街やリヤカー
などで販売されるほど気軽に買える、小籠包
をご紹介。ぜひ自分で注文してみよう♪

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン



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。
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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 10 月号

クミオドリ
 オキナワノ
ウタトオドリ

300ネン 50ネン

※放送内容・タイトルは変更する可能性があります。

午後7：30　　 沖縄県域総合

年間５０曲を越える「島うた」の新曲。広がる「サンシンの日」の盛況。那覇市内の民謡酒場やライブハウスは、
観客を巻き込んだ歌い手たちの新曲や古くからの民謡で活況を呈している。この民謡の人気を支えているの
が、幼い頃から祖父母の影響でうたの世界へ入ってきた若手の歌い手たちである。番組では今、注目を集め
ている歌い手の皆さんの熱唱をお届けする。　　　　　　　　　　　　　　出演：新垣成世、HIKARI ほか

金金10月18日 歌い継ぐ「島うた」の情
～若手歌手たちの熱唱～

今月の放送は・・・
新垣成世 HIKARI
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