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今月の放送は・・・

「伊江島ハンド―小」や「泊阿嘉」「中城情話」「愛の雨傘」など、数多くの名作芝居には、その芝居と
ともに大ヒットした「主題歌」がある。それらの歌はサンシンに乗せて今なお親しまれ、「民謡」と
して歌い継がれている。NHK「沖縄の歌と踊り」アーカイブスに残る映像や、劇団公演記録映像
をもとに名曲誕生秘話を紹介しながら、その歌が流れる名場面を抜粋してお届けする。

金金12月6日
名作芝居・主題歌特集 ～名曲名場面～

※放送内容・タイトルは変更する可能性があります。

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。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 12 月号

午後7：30 沖縄県域 ［再放送：7日（土） 　　 午前１０：5５ 沖縄県域］総合 総合

伊江島ハンドー小

泊阿嘉 中城情話



元禄15年（1702年）12月14日、主君である赤穂藩主・浅野内匠頭の仇を
とるため、両国の吉良上野介邸に討ち入った赤穂浪士たち。後に史実を越えて、
歌舞伎、講談、浪曲、映画、テレビドラマなどで、繰り返し語り継がれて来た
忠義の物語は、「忠臣蔵」と呼ばれ、日本人の心をつかんできた。
全国各地、そして沖縄伝統の組踊にも忠臣蔵は伝わっていた。琉球王国時代、
島民がヤマトから持ち帰ったという物語を発展させ、独特の舞踊として継承
されている。首取りも切腹もなしで仇討ちを遂げる伊江島の忠臣蔵とは。
日本各地の風土に溶け込んだ「忠臣蔵」と、それを守り伝える人びとを巡る旅。

俳優・火野正平さんが相棒・
チャリオ（自転車）に乗って
日本全国を走ります!
たくさんの人々と出会い、
上り坂にあえぎ、下り坂に
笑い、時にほろりとすること
もあるぶっつけ本番の旅。
沖縄編をお楽しみに!!

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。

午後9：00  全国放送BSプレミアム

午前7：45～
午後7：00～

BSプレミアム

「忠臣蔵」

Henoko;
     Living with an American base

13日
（金）
13日
（金）

東京2020オリンピックの聖火リレーがつなぐ道・聖火ロード「沖縄編」。
ナビゲーターは、ウェイトリフティングのオリンピアン平良真理さん。
鹿児島から沖縄へとつながれる聖火は、那覇市をスタートし、平良さん
の出身地沖縄市を初日に通ります！うるま市の海中道路もコースで、
フクギの並木・水牛車で知られる本部町にも聖火が。名護市の嘉陽地区
は1964聖火の宿泊地。ゴールは糸満市の平和記念公園。平和の礎を
照らす聖火。平和への祈りを込めた沖縄県の聖火リレーは熊本県に
つながれます。

19日
（木）
19日
（木）

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～
おきなわHOT eyeでリポーターをしている石垣島出身の内原早紀子です。
最近、石垣島に住む祖母から「ある資料」を譲りうけました。
それは私の曽祖父で保健所の職員だった本盛信雄が記した「マラリア」に関する
資料です。八重山では太平洋戦争末期に多くの住民が旧日本軍の命令によって
マラリアの発生地域に強制的に疎開させられ多くの人が犠牲になった「戦争
マラリア」の悲劇が起こりました。
資料には、戦後、撲滅のために保健所の職員が奮闘したことや、アメリカの
専門家の尽力、そして住民たちの知られざる取り組みが記されていました。
きんくるではその資料をもとに、マラリア撲滅にあたって当時何があった
のか、迫ります。

午後7：30  沖縄県域総合

13日
（金）
13日
（金）

午前7：25 沖縄県域Eテレ
ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

6日[金]

初演から300年を迎えた組踊の物語。
朝薫5番の一つ「銘苅子」をお届けし
ます。昔々、天女が水浴びをしている
ところに銘苅子という男が通りかかり
ました。天女に一目ぼれした銘苅子は、
羽衣を隠して妻になれと迫ります。

「銘苅子～組踊朝薫五番から」 「女物狂～組踊朝薫五番から」 「執心鐘入」（再）

13日[金]

朝薫五番の一つ「女物狂」をお届けし
ます。昔々、首里や那覇で子供をさら
い、高いお金で売る人さらいがいま
した。男の子をさらった人さらいは、お
寺に身を隠しますが…。

27日[金]

美少年の若松は、首里に向かう途中、
日が暮れてしまったため、一軒の家で
一夜の宿を頼みます。若松に一目ぼれ
したその家の女は、あの手この手で
若松に言い寄ります。若松は、末吉の
寺に逃げ込み、助けを求めますが…。

沖縄伝統の「組踊」。ユネスコ無形文化遺産にも登録されている
沖縄独自の歌舞劇で、誕生から今年で300年を迎えた世界に誇る
芸能です。古典音楽や舞踊など、琉球王国時代の文化の粋を結集
した“総合芸術”組踊の世界を、高橋みなみさんが体験します！
鑑賞のコツや意外な歴史、現代に息づく芸能の魂まで・・・知っ
ているようで知らない、組踊の奥深い魅力をたっぷりとお届け
します！

【出演：高橋みなみ　ナレーション：ジョン・カビラ】

愛されて300年
“琉球歌舞劇”組踊の世界

午前8：15
九州・沖縄

7日
（土）　総合

12日
（木）　総合

午後3：08
全国放送

午前0：00  全国放送BS1

聖火ロード 5min. 「沖縄」

23日
（月）
23日
（月）

27日
（金）
27日
（金）～～
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沖縄編

NHK WORLDホームページで
動画が視聴できるようになりました。

49分 英語版
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※放送日時・内容は変更する可能性があります。

沖縄のシンボルであり、世界遺産にも登録されている首里城。10月31日に発生した火災で、正殿など中心的
建造物７殿が焼失しました。県内マスコミ各社は、消失した首里城再建のための募金を呼びかけています。県内
外に広く寄付を呼びかけ、銀行口座への振り込みのほか、各社の窓口でも寄付金を受け付けます。集まった浄財
は関係機関・団体に託して再建に活用してもらう予定です。沖縄県民をはじめ、多くの皆さまのご理解とご協力
をよろしくお願いします。

出　演
ゲスト 反田恭平（ピアニスト） ほか　※その他の出演者は、決まり次第ホームページ等でご案内します。

司　会 ふかわりょう（タレント）、遠藤真理（チェロ奏者）

「首里城再建」支援のための
　　　　　　　　　県民募金について

寄付金名：「首里城再建」支援のための県民募金
受付方法：① NHK沖縄放送局　午前 9時 30分～午後 6時
　　　　　　　（その他各社については、下記窓口へお問い合わせください）

　　　　　② 銀行振込（下記参照）

琉球新報社、沖縄タイムス社、沖縄テレビ放送、琉球放送、
琉球朝日放送、ラジオ沖縄、エフエム沖縄、NHK沖縄放送局（順不同）

琉球新報社　　　　098(865)5134
沖縄タイムス社　　098(860)3000
沖縄テレビ放送　　098(863)2111
琉球放送　　　　　098(867)2151
琉球朝日放送　　　098(860)1199
ラジオ沖縄　　　　098(869)2211
エフエム沖縄　　　098(877)2361
ＮＨＫ沖縄放送局　098(865)2222

現金受付窓口
沖縄銀行本店　　　　　　普通 2603597
琉球銀行本店　　　　　　普通 1279520
沖縄海邦銀行本店　　　　普通 914026
コザ信用金庫　　　　　　普通 2042314
みずほ銀行那覇支店　　　普通 3013705
沖縄県農業協同組合本店　普通 35247
沖縄県労働金庫本店　　　普通 3474933

振込口座

首里城再建支援のための県民募金
口座名義

2020年1月26日
日時

日

※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、受信料のお願いに使用させていただくことがあります。

開場：午後 2時 30分　開演：午後 3時
終演予定：午後 5時 20分

入場無料
ですが、

入場整理券が

必要です

入場無料
ですが、

入場整理券が

必要です

往信用おもて

この面には
何も記入しないで
ください

9011403

往信

返信用おもて返信用うら 往信用うら

郵便番号
住所
名前

返信 ①郵便番号  
②住所
③名前
④電話番号

63 63

南城市文化センター
シュガーホール

南城市佐敷字佐敷３０７

「きらクラ！」係

※未就学児の入場・同伴はできません。
※応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、落選の方には落選通知を、２０２０年１月１６日
（木）頃発送します。
※記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。
※「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。紙・シール等の貼り付け、修正液のご使用もご遠慮ください。
※インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的としたお申し込みであると判明した場合は抽選対象外と
します。また、売買が確認された場合は入場をお断りします。 
※インターネット売買サイトやＳＮＳ等において、入場整理券の偽造および架空取引にともなうトラブルが発生しておりますので、くれ
ぐれもご注意ください。
※都合により出演者の変更や公演を中止する場合があります。中止の場合、他の公演への振替はありませんので、ご理解のほどよろ
しくお願いいたします。

観覧申込

応募締め切り 2020年1月8日（水） 必着

放送予定 2020年 2月 2日（日）午後 2時～ 3時 50分　＜NHK-FM（全国放送）＞
再放送：2020年 2月 3日（月）午前 7時 25分～ 9時 15分　＜NHK-FM（全国放送）＞

問い合わせ
ＮＨＫ沖縄放送局　　電話：098‐865-2222（平日　午前 9時 30分～午後 6時）
　　　　　　　　　　ＮＨＫ沖縄放送局ホームページ　http://www.nhk.or.jp/okinawa/
南城市文化センター シュガーホール　電話：098‐947-1100（午前 8時 30分～午後 5時 30分　※月曜休館）

はがき応募

南城市文化センター シュガーホール（南城市佐敷字佐敷307）会場

公開
収録
公開
収録

※各社窓口での取り扱いは現金のみといたします。
※最新情報はホームページをご確認ください。

月の12 関連番組沖縄
 ６日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ　第２０４回　昔話アニメ「銘苅子～組踊朝薫五番から～」
 ６日（金） 午後５：０５ はっけんラジオ from沖縄「人は逃げないものである！一緒に助かる防災」
 ６日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 ６日（金） 午後７：３０ 沖縄の歌と踊り「名作芝居・主題歌特集～名曲名場面～」
 ７日（土） 午前８：１５ 愛されて300年　“琉球歌舞劇”組踊の世界
 １２日（木） 午後３：０８ にっぽんぐるり「愛されて300年　“琉球歌舞劇”組踊の世界」
 １３日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ　第205回　昔話アニメ「女物狂～組踊朝薫五番から～」
 １３日（金） 午後７：３０ 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　曽祖父の手記から～」
 １３日（金） 午後９：００ 新日本風土記「忠臣蔵」
 １９日（木） 午前０：００ 聖火ロード 5min.「沖縄」
 １９日（木） 午前０：０5 聖火のキセキ  選「沖縄  激戦の地を照らした平和の火」
 ２３日（月） 午前７：４５ にっぽん縦断　こころ旅　朝版　沖縄県
 ２４日（火） 午前７：４５ にっぽん縦断　こころ旅　朝版　９００日目沖縄県1日目
 ２４日（火） 午後７：００ にっぽん縦断　こころ旅　とうちゃこ版　９００日目沖縄県1日目
 ２５日（水） 午前７：４５ にっぽん縦断　こころ旅　朝版　９０１日目沖縄県２日目
 ２５日（水） 午後７：００ にっぽん縦断　こころ旅　とうちゃこ版　９０１日目沖縄県２日目
 ２６日（木） 午前７：４５ にっぽん縦断　こころ旅　朝版　９０２日目沖縄県３日目
 ２６日（木） 午後７：００ にっぽん縦断　こころ旅　とうちゃこ版　９０２日目沖縄県３日目
 ２７日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ　第１０９回　昔話アニメ「執心鐘入」
 ２７日（金） 午前７：４５ にっぽん縦断　こころ旅　朝版　９０３日目沖縄県４日目
 ２７日（金） 午後７：００ にっぽん縦断　こころ旅　とうちゃこ版　９０３日目沖縄県４日目

Eテレ

Eテレ

Eテレ

総合
総合
総合

総合

FM
ラジオ第1

BS1
BS1

BS1

ＢＳプレミアム
ＢＳプレミアム
ＢＳプレミアム
ＢＳプレミアム
ＢＳプレミアム
ＢＳプレミアム
ＢＳプレミアム

ＢＳプレミアム
ＢＳプレミアム

本年もお世話になりました
よいお年を♪
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口座振替

クレジットカード
継続払

テレビを設置したら受信料のお支払いが必要です。
受信契約とは、放送法という法律で定められた義務です。
※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。

放送受信料のお支払い方法のご案内

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）　
放送受信契約のお申し込み・転居のご連絡 ☎0120-151515

受付時間／午前9:00～午後8：00（土・日・祝日も受付）　
テレビなどの受信に関するご相談 ☎0570-003434

受付時間／午前9:00～午後8：00（土・日・祝日も受付）　
放送受信料関係のお問い合わせ ☎0570-077077

受信料のお支払いは
お得で便利な 受信料のお支払いには

［口座振替］［クレジットカード継続払］
を利用されています。

約90％の方が

をご利用ください

・

クレジットカード
継続払

口座振替

継続振込等
2か月払

〈例えば衛星契約の場合〉

口座・クレジット
12か月前払

2か月払い 4,250円×6回=（年間）25,500円

12か月前払い（年間）23,030円
年間最大
2,470円
お得！

口座振替 クレジット
カード継続払または

お支払いがお得です。
での

クレジットカード継続払

口座振替

　　　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。
https://nhk.jp/jushinryo

スマホ・タブレットはこちらから▶

クレジットカード継続払では
ポイントも貯まる
※一部対象とならないカードもございます

契約種別 2か月払額支払区分 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）

口座・クレジット

継続振込等

口座・クレジット

継続振込等

4,150円

4,250円

2,210円

2,310円

11,840円

12,125円

6,300円

6,585円

23,030円

23,585円

12,255円

12,810円

受 信 料 額 表

※消費税を含みます。
※団体一括支払、家族割引、事業所割引、多数契約一括支払、半額免除を適用
する料額は異なります。
※受信料額等の詳細についてはNHKホームページをご覧ください。

（沖縄県）

さらに
お得
さらに
お得
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