NHK沖縄放送局
広 報 誌 ゆ ん た く ２ ０ １ ９ 年 11 月 号
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。

クミオドリ

300ネン

オキナワノ

ウタトオドリ

50ネン

今月の放送は・・・

11月8日

金

総合

午後7：30 沖縄県域［再放送：9日（土）総合

午前１０
：5５ 沖縄県域］

新「人間国宝」中村一雄の世界

琉球古典音楽野村流伝統音楽協会会長の中村一雄氏が、このほど「琉球古典音楽」の人間国宝に
認定された。沖縄の芸能分野では８人目の人間国宝である。中村氏は久米島の出身で 73 歳。番
組では琉球古典音楽の独唱、琉球舞踊地謡としての活動など、新「人間国宝」中村一雄の世界を
喜びのインタビューと共に紹介する。
※放送内容・タイトルは変更する可能性があります。
あ な た の 声 と 受 信 料 で 公 共 放 送 N H K
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12 月 14 日

沖縄戦７５プロジェクト

土曜日

「沖縄と戦争」
HPがオープンしました。

コラム
しめきり
2019年

戦場の写真 ７４年の時を越え

11 月曜1日0 日
日

太平洋戦争末期の沖縄戦に従軍したアメリカ軍兵士が、戦闘中に１冊の
アルバムを拾い、保管していました。今回、その元兵士から、持ち主に
返したいという依頼がＮＨＫによせられました。
沖縄戦から７４年。数奇な運命をたどった、家族写真の物語です。

59分

午後11時

会場 西原町町民交流センター さわふじ未来ホール

（西原町字与那城140-1）

１日２回公演
１回目

開場／午後０時３０分
開演／午後１時
終演／午後２時１０分

内

容

※番組の収録は
ありません。

沖縄戦を語り継ぐ。NHK沖縄放送局では、沖縄が体験した悲惨な戦争の真実や、体験者
の現在、などを語り継いでいくために様々な企画に取り組んでいます。ぜひご覧ください。

出演
２回目

開場／午後３時
開演／午後３時３０分
終演／午後４時４０分

ガラピコぷ〜の仲間たち（チョロミー、ムームー、ガラピコ）
うたのおねえさん

●
●

※「おかあさんといっしょ」に出演しているうたのおねえさんでは
ありません。

第１部 キャラクターとうたのおねえさんによるステージ
第２部 キャラクターと子どもたちとの記念撮影

※写真撮影・録画録音を固くお断りします。

※カメラは各自でご用意ください。

お申込み

入場無料ですが、お申し込みは、現在、受信料をお支払いくださっている方に限ります。また、受信料が
免除されている方も含みます。ＮＨＫホームページの専用フォームからお申し込みください。
http://www.nhk.or.jp/okinawa/
◇ご入力いただく事項 （１）
名前 （２）
メールアドレス （３）
電話番号 （４）
郵便番号・住所 （５）
年齢
希望公演回
（１回目・２回目）
（６）
観覧希望人数（最大４人まで・１歳以上のお子様から人数に含む）（７）

ご応募の際にいただいた情報で、受信料のお支払いを確認し、抽選結果をご連絡します。また、受信料のお願いに使用させていただく場合があります。

問い合わせ ＮＨＫ沖縄放送局 ☎０９８−８６５−２２２２ （平日 午前９時３０分〜午後６時）

11月の 沖縄関連番組
１日
（金）

午前７：２５

Eテレ

１日
（金）

午後６：００

FM

うちなーであそぼ 第203話 昔話アニメ
「孝行之巻〜組踊朝薫五番から」
沖縄ミュージックジャーニー

2日
（土）

午前７：３５

総合

アサタビ！ 島バス で発見！日本最西端〜沖縄県 与那国島〜（再）

４日（月・祝）午後８：００

BS1

スポーツ×ヒューマン
「 神の島 から世界の頂きへ 〜ウエイトリフティング 糸数陽一選手〜」

８日
（金）

午後７：３０

総合

沖縄の歌と踊り 新「人間国宝」中村一雄の世界

９日
（土）

午前１０：５５ 総合 沖縄の歌と踊り 新「人間国宝」中村一雄の世界（再）

１０日
（日） 午後７：３０

ＢＳプレミアム

新・BSにっぽんのうた in 名護市

１５日
（金） 午前７：２５

Eテレ

うちなーであそぼ 第151話 昔話アニメ
「ウトゥフィジー夫振岩」

１５日
（金） 午後７：３０

総合

きんくる〜沖縄金曜クルーズ〜 マラリアはこうして撲滅された 〜内原早紀子キャスター 曾祖父の手記から〜

１６日
（土） 午前７：３５

総合

きんくる〜沖縄金曜クルーズ〜 マラリアはこうして撲滅された 〜内原早紀子キャスター 曾祖父の手記から〜（再）

２９日
（金） 午前７：２５

Eテレ

うちなーであそぼ 第204話 昔話アニメ
「銘苅子〜組踊朝薫五番から」

２９日
（金） 午後５：０５

ラジオ第1

沖縄熱中倶楽部 -11月号- 生放送
※ 放 送日時・内 容は変 更する可 能 性があります。

沖縄戦から７４年

戦場の写真

持ち主へ

アメリカ西海岸、
ワシントン州のオリンピア
に住む、
ハーヴィー・ドラホスさん
（９６）
です。
２２歳のとき、陸軍兵として沖縄戦に従軍し、
激しい市街戦の最前線に立ち、旧日本軍と
戦いました。
その最中、偶然１冊のアルバムを見つけました。収められて
いたのは、洋服で着飾った子どもと男性や晴れやかな着物姿
の女性など。白黒の写真およそ８０枚には、戦前の穏やかな
日常が記録されていました。
■ ハーヴィー・ドラホスさん
「マシンガンの銃撃を避けるため、かがんでいたときにこの
アルバムを見つけた。一目見て、
これらがとても大切な写真
だとわかったから、戦火から守るべきだと思ったんだ。」
７４年前の沖縄戦では、
２０万人を
超える人が犠牲になり、沖縄県民
の４人に１人が命を落としました。
激しい地上戦で家々は火の手に
包まれ、そこに住む人々の思い出
の品も失われました。戦後、
３人の子どもを育てるため仕事に
追われ、
アルバムの存在を忘れかけていたドラホスさん。去年
(２０１８年）
、
ガレージを整理していたときにアルバムを見つけ
ました。大切な写真と思い、戦火から守ったアルバム。それを
必要とし、今も探している沖縄の人がいるのではないか。その
思いが日ごとに強まっていったといいます。
■ ハーヴィー・ドラホスさん
「この写真は、沖縄の家族にとっては
亡くなった人たちとの失われた絆だと
思う。もっと早く返すべきだった。申し
訳ないと思っている。大切に扱って、
もと
の家族へ返して下さい。ありがとう。
これはとても大切なものなんです。」
写真の持ち主は、いったい誰なのか。
ＮＨＫでは、写真やそこに
記された文字を頼りに探し始めました。そして３か月後。写真の
中の１人が、今も沖縄県内で暮らしていることをようやく突き
止めました。久田友賢さん、
７８歳です。
写っていたのは幼い頃の久田さん。沖縄戦の２年前
に一家で撮影していました。

ただ、アルバムの持ち主は久田さんの一家ではありませんで
した。久田さんの話などから、いとこの仲本朝勇さんが、家族
や親族を一冊のアルバムにまとめたものだとわかりました。
仲本さんは９年前に亡くなっているため、他の親族に見て
もらえばもっと多くのことがわかるのではないか。久田さん
は、そう提案しました。
■ 久田友賢さん
「戦前の写真だから、関係ある親族を集めて見てもらうと
一番いいんじゃないですか。」
そして、
２０代から９０代まで、仲本家の人たち１５人が集まり
ました。
■ 仲本さんの義理の妹
「お父さんに似てる。若い時のお父さんに似てない？」
沖縄戦で失ったと思っていた、戦前の家族の姿に思いを巡ら
せます。中には、沖縄戦で２０代前半の若さで命を落とした親族
の写真もありました。戦後も遺骨は見つかっておらず、写真は
大切な形見となるといいます。
７４年の時を越え、沖縄に戻って
きた写真。戦争で失われた家族の歴史をたどり、いま、次の
世代へと語り継がれようとしています。

■娘
「すごいね。見られなかったかも知れないんだね。一生、親族
の顔を知らずに。」
■母
「おじいちゃんの若い頃の写真、見せたことなかったね。」
■娘
「ないないない。戦争の前ってさ、幸せだったときがあった
んだって、振り返って話してみたいなって思った。」
■ 仲本春子さん
「これだけ残してくれたことは、ありがたいと思っています。
（孫に）戦争のことあまり聞かせてないものだから、写真を
あれ
（整理）
して、戦争中のことも、話して聞かそうと思います。」
（報告：2019年8月 沖縄局記者

山下涼太）

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。

●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）

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。

口座・クレジット払いを利用すると…
受信料額
（継続振込等）
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

2,310円

衛星契約

4,250円 12,125円 23,585円

（地上契約を含む）

6,585円 12,810円

※消費税10％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。
※消費税引き上げが行われた2019年10月に受信料を改訂せず、
地上契約と衛生契約を実質2％値下げしました

お手続日

受信料額
（口座・クレジット）

今後のお支払い分

次回振替日は12月26日となります。

契約種別

2か月払額

6か月前払額

地上契約

2,210円

6,300円 12,255円

衛星契約

4,150円 11,840円 23,030円

（地上契約を含む）

12か月前払額

最大

衛星契約の場合
継続振込等
2か月払い

2,470円

2か月払額

口座・クレジット
12か月払い

12か月前払額
0

お得！

4,250円×6回=25,500円

5000

23,030円
10000

15000

20000

25000

30000

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。

ホームページでのお手続き
ホームページ
「受信料の窓口」
で

簡単にお手続きいただけます。

スマホ・タブレットはこちらから▶
お問い合わせ

受信契約のお申し込み・ご転居の連絡
受付時間／午前9:00〜午後8：00
（土・日・祝日も受付）

☎0120-151515

受信料関係のお問い合わせ
受付時間／午前9:00〜午後8：00
（土・日・祝日も受付）

☎0570-077077

テレビなどの受信に関するご相談
受付時間／午前9:00〜午後8：00
（土・日・祝日も受付）

☎0570-003434

