
「メインキャスター」
　　　が変わります！

                     

No.372　2020年4月発行　1991年1月創刊
NHK沖縄放送局　那覇市おもろまち2-6-21　☎（098）865-2222㈹

                     http://www.nhk.or.jp/okinawa/　ホームページ

本土復帰50年へ、沖縄とともに。公共放送NHK

42020
APRIL



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

解体
キングダム
2020

月の4 関連番組沖縄
 1日（水） 22：00～ 又吉直樹のヘウレーカ！「アリのホントの“スゴさ”って？」～国頭ロケ～
 3日（金） 7：25～ うちなーであそぼ　第210回　昔話「ペークーの不思議な火鉢」
 3日（金） 18：00～ 沖縄ミュージックジャーニー
 3日（金） 19：30～ 赤い城　沖縄のこころ ～首里城　再建の願い～（再）
 5日（日） 11：00～ 沖縄ミュージックジャーニー（再）
 8日（水） 19：30～ Bリーグ「琉球ゴールデンキングス」対「島根スサノオマジック」
 10日（金） 19：30～ きんくる「首里城　再建への道のりは　～火災から半年～」
 11日（土） 7：35～ きんくる「首里城　再建への道のりは　～火災から半年～」（再）
 17日（金） 7：25～ うちなーであそぼ　第211回　昔話「おかゆでアブシバレー」
 17日（金） 19：30～ 沖縄の歌と踊り「首里城復興祈念公演～執心鐘入・二童敵討～」
 17日（金） 20：15～ 沖縄の歌と踊り「首里城を歌う」（再）
 18日（土） 10：55～ 沖縄の歌と踊り「首里城を歌う」（再）
 18日（土） 10：30～ 解体キングダム2020「解体ファイル」（1）～牧志公設市場の様子～
 24日（金） 17：05～ 沖縄熱中倶楽部
 26日（日） 12：15～ NHKのど自慢（うるま市）

生放送

生放送

生放送

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

午前7：25 沖縄県域

トンチの得意なペークーの物語。ペー
クーの自慢の火鉢をとても気に入っ
た友人の宮城に、ペークーは「この火
鉢には心があって、必ず好きな主人の
下に帰ってくる。だから大事に扱って
ほしい」と言って譲り渡します。宮城は
喜んで火鉢を持ち帰りますが…。

3日
（金）　
3日
（金）　

うちなー昔話 
「ペークーの不思議な火鉢」

アブシバレーは、農作物を食い荒らす
虫をニライカナイへ帰すならわしのこ
と。ある日、薩摩の軍政が蟻のように
首里城を攻めてきました。首里城のノ
ロたちは血を流さずに薩摩の兵を撃
退しようと策をめぐらせます。その策
とは、小豆のおかゆを使うものでした。

17日
（金）　
17日
（金）　

うちなー昔話 
「おかゆでアブシバレー」

午後8：15 沖縄県域

午後7：30 沖縄県域
首里城復興祈念公演 
　　　　　～執心鐘入・二童敵討～

17日
（金）
17日
（金）

2月１５日、首里城公園で「首里城復興祈念」の組踊公演が行われた。
演目は 300 年前に初めて首里城で上演された「執心鐘入」と「二童
敵討」である。二つの演目は、「組踊上演 300 年」の記念に、去年
の 11 月に首里城正殿前で上演が予定されていたが、火災のために
中止になっていた。あれから３か月あまり、「首里城復興祈念」と
して開かれた舞台公演の様子をダイジェストで紹介する。

午後7：30 
沖縄県域

首里城  再建への道のりは ～火災から半年～

10日
（金）
10日
（金）

首里城火災から半年。国の有識者会議が再建に向けた議論を進めるとともに、資材確保のための
模索が続いている。二度と火災を繰り返さないため、どのような対策がなされるのか。「木材」や「漆」
などといった資材をどこからどう調達するのか。「首里城再建」の現場に密着、最前線の取り組み
と課題を伝える。

午後7：30 
沖縄県域

赤い城　沖縄のこころ
～首里城再建の願い～(再)

3日
（金）
3日
（金）

去年１０月末に焼失した首里城の再建を願い、今も世界中から支援金が寄せられている。地元の小学生がお年玉を寄付、
高校生も街頭に立ち募金活動を行うなど、若い人たちの心も動かしている。いったい何が、これほどまで多くの人々の
心を突き動かすのか？人々にとって、首里城とはどんな城なのか？ 焼失したことで気づき、見えてきた沖縄を愛する思い、
首里城再建の願いを伝える。 　　　　　　　【出演】国仲涼子、ゴリ（ガレッジセール）（福岡局・沖縄・ＮＨＫプラネット九州）

首里城正殿（那覇市歴史博物館蔵）

首里城を歌う（再）
「首里古城」は昭和初期に宮良長包が作った名曲。昭和16年の映画「海の民・
沖縄島物語」でも紹介された。民謡の「ハンタン山の枯れ赤木」は、知名定繁が
戦火に焼き尽くされた首里城ハンタン山の情景を歌った知られざる名曲。古
き懐かしい戦前の様子や戦後の荒廃の中からよみがえった姿を、首里城を
歌った名曲とともに振り返る。 

首里城特集

ゲスト  山内 惠介

生放送！

全国放送
4月26日[日]
午後0：15

ゲスト  大月 みやこ

ＮＨＫのど自慢は昭和21年に「のど自慢
素人音楽会」としてスタートしました。
番組のモットーは「明るく！ 楽しく！ 元気
よく」。今回は沖縄県うるま市から生放送
でお届けします。お楽しみに！

３月２７日にテレビで放送した「沖縄ミュージックジャーニー
スペシャル」の完全版！テレビでは放送しきれなかった未公開
トークなどを中心に、たっぷりとお届けします。ゲスト１組目
は大人気バンド「かりゆし５８」。メンバーの中村洋貴さんの復
帰により、“第２章”のスタートを切った現在のバンドサウン
ド、必聴です！そして、２組目は話題沸騰中のユニット「いー
どぅし」。沖縄県立芸術大学で出会った２人ならではのアンサ
ンブルをお楽しみください。沖縄出身の２組によるスペシャル
なスタジオライブとトーク、お聞き逃しなく！

町で毎日のように見かける解体工事。白い防音シートに包まれ
た奥では一体、何が行われているのだろうか？普段見ること
のできない解体現場の奥に潜入し、驚きの職人技に密着する。
第一牧志公設市場の解体に赴いたのは、城島茂。1972年に
建築され、以来、47年間、沖縄の台所として地元の人と観光
客に愛されてきた公設市場。熟練の職人たちが解体用重機を
駆使しながら解体する様子をド迫力の映像で紹介する。

3日
（金）
3日
（金） 18日

（土）
18日
（土）

スタジオライブ＆トークSP完全版・前編
午後6：00  沖縄県域

「解体ファイル」（1）
～牧志公設市場の様子～

午後10：30  
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合言葉は「しまラジオ」

スポーツも音楽も芸能も。
「沖縄の今」をお伝えする
ニュース番組です。

琉球舞踊や組踊、民謡、芝居
など沖縄の伝統芸能を幅広く
紹介する、復帰前から続く長
寿番組です。

県内のニュースやお天気、九州
各地からのリポートも。お出か
け前、朝のニュースはＮＨＫ！

“沖縄の最新トレンド”“ディープな沖縄情報”“沖縄あるある”など、
県内はもちろん全国・全世界へ向けて生放送でお届けします。
リスナーのみなさんからのメッセージも大募集 ！

VS4月
8日［水］

新型コロナウイルスの影響で先行き不透明な部分
のあるBリーグですが、シーズンは終盤に差し

掛かっています。キングスは熾烈な優勝争いを繰り広げ、主力
選手が負傷離脱した時期があったものの、高
い統率力で勝利を重ねています。対する島根
はB１の残留争いの真っただ中。降格を免れる
ため強い覚悟で挑んできます。熱戦必至の
ナイトゲーム、テレビの前でご覧ください！
選手・チームに向けての応援メッセージも
募集します！ＮＨＫ沖縄のＨＰから
どしどしお寄せ下さい！

みどころ

生中継!
総合で

沖縄県域
午後7：30 実況は   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

スポーツ担当　黒住駿アナウンサー

NHK沖縄の新年度始まります!

2020年4月

yuntaku
kawaraban

今月のおすすめ番組

▶ホームページやFAX098－865－3707で
　お待ちしています。
　スマートフォンアプリ「らじるらじる」でも
　お聞きください。

細田史雄 土橋大記 堀越将伸志ぃさー（藤木勇人）さん

渋
谷
遥
華
キ
ャ
ス
タ
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案内役

沖縄での勤務も３年目を迎
えます。「初任地は第二の
故郷になる」と先輩からよく
聞かされていましたが、すで
に沖縄は私にとって大切な
場所になっています。
今回、初の番組MCです。
沖縄のことをもっと勉強して
精一杯お伝えします！

キャスター
仲本 奈鶴季

キャスター
丹部 あゆみ

沖縄のグルメ、旬の人物に迫る
インタビュー、アート、週末
イベントに関する話題などを
紹介する地域密着情報番組
です。沖縄の魅力、お役立ち
情報などお楽しみに!

キャスター　池間 昌人

月替わりの沖縄局アナウンサーとお届け

〝沖縄をもっと知りたい〟そんな声に応える番組です。
目からウロコの25分、ご期待ください !

〝沖縄をもっと知りたい〟そんな声に応える番組です。
目からウロコの25分、ご期待ください !

津波 信一 竜田 理史ＭＥＩＲＩ

はいた～い♪沖縄２年目となりました、キャ
スターの丹部です！
沖縄ちゅら TV での、沖縄ならではの食材を
つかった料理コーナーやイベント紹介など
番組を通して、沖縄についてみなさまから
たくさん教えいただきました。
今年度は、恩返し。皆さんとの一体感をさら
に大切に　　　　　 お伝えします☆

沖縄ちゅらＴＶを担当して今年で２年目に
なりました。平日のお昼前、沖縄の皆さんが
「ほっ」と一息ついて、「あらっ」とために
なる情報をお伝えする番組です。料理や美容、
週末のイベントなど、テーマは日替わり。
見れば何か一ついいことがあるかも！「お昼
前の１５分間」ぜひご覧ください。お便りなど
もお待ちしています♪

MC:幸田悟 アシスタント：
真栄城美鈴

50分間の至福の音楽を巡
る旅！ゲストを交えて、素敵
な音楽をたっぷりとご紹介。

昔話のアニメや童謡
を、うちなーぐちでお
届け。ＮＨＫワールドプ
レミアムでも放送され
ています！

うちなーぐちの豊かなリズムと
　　優しい雰囲気を♪

沖縄県域
午前7：25

世界中で
放送されています！

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

[平日] 午後6:10

[平日] 午前 7：45

[毎月第一金曜日]
午後6：00

［平日］　　  午前11：45

[月1回 金曜日]
午後7:30

[月1回金曜日] 午後5：05

［月1回 金曜日］
午後7:30

キャスター　上田 詩織

気象予報士　結野 亜希リポーター　内原 早希子リポーター　田中 美音

ハイタイ！田中美音です！運動
音痴な私が、スポーツコーナーを
担当するようになって、今年度で
２年目。今ではすっかり県内の
スポーツに夢中になってます！（笑）
沖縄生活も気付けば８年目に。
沖縄のスポーツの魅力や、チム
ドンドンする選手たちの姿を県民
目線で届けられるように頑張り
ます！

ハイタイ！田中美音です！運動
音痴な私が、スポーツコーナーを
担当するようになって、今年度で
２年目。今ではすっかり県内の
スポーツに夢中になってます！（笑）
沖縄生活も気付けば８年目に。
沖縄のスポーツの魅力や、チム
ドンドンする選手たちの姿を県民
目線で届けられるように頑張り
ます！

「石垣市登野城出身・内原早紀子
です！」と挨拶してから早３年が
経ちました。時間の流れの速さに
私は驚いています・・・笑　
今年度も、故郷の石垣島を含めた
離島・本島の情報を元気よく！地元
目線を忘れず！お伝えしていきます。
まだまだ地元の為に頑張ります
よ～。皆様街であった会った際には、
ゆたさるぐとぅ　うにげーさびら！

「石垣市登野城出身・内原早紀子
です！」と挨拶してから早３年が
経ちました。時間の流れの速さに
私は驚いています・・・笑　
今年度も、故郷の石垣島を含めた
離島・本島の情報を元気よく！地元
目線を忘れず！お伝えしていきます。
まだまだ地元の為に頑張ります
よ～。皆様街であった会った際には、
ゆたさるぐとぅ　うにげーさびら！

沖縄でお仕事のご縁をいただいて
１年。ハーリーの鐘の音にのる
ようにカーチーベーが吹き、ミー
ニシが秋の涼しさを告げ、ニン
ガチガジマーイはそのあとに続く
春の穏やかさを告げるのだと沖縄
の四季の豊かさを風に教わりまし
た。ときに優しく、ときに厳しい
沖縄の気象について今年度も丁寧
に取材しお伝えしたいです。

沖縄でお仕事のご縁をいただいて
１年。ハーリーの鐘の音にのる
ようにカーチーベーが吹き、ミー
ニシが秋の涼しさを告げ、ニン
ガチガジマーイはそのあとに続く
春の穏やかさを告げるのだと沖縄
の四季の豊かさを風に教わりまし
た。ときに優しく、ときに厳しい
沖縄の気象について今年度も丁寧
に取材しお伝えしたいです。

おきなわ HOTeye のキャスターを担当をして 2 年目に
なります。昨年は出演するたびに緊張していましたが、
街で「いつも見てるよ！」と温かい言葉をかけて頂き
とても励まされました。誠意を持って伝えること、いつも
身近なことに目を向けることを大切に今年もより多くの
皆さんと繋がっていけたら嬉しいです。

おきなわ HOTeye のキャスターを担当をして 2 年目に
なります。昨年は出演するたびに緊張していましたが、
街で「いつも見てるよ！」と温かい言葉をかけて頂き
とても励まされました。誠意を持って伝えること、いつも
身近なことに目を向けることを大切に今年もより多くの
皆さんと繋がっていけたら嬉しいです。

はいさい！アナウンサーの池間昌人です。今年度から「お
きなわ HOTeye」のキャスターを担当することになりま
した。沖縄本島でオギャーと生まれ、カンカン太陽の下
育ちました。自然や文化、基地や伝統……いろんな話題
があふれる沖縄で、ウチナーンチュとしての視点でお伝
えしたいと思います。ユタサルグトゥウニゲーサビラ！

はいさい！アナウンサーの池間昌人です。今年度から「お
きなわ HOTeye」のキャスターを担当することになりま
した。沖縄本島でオギャーと生まれ、カンカン太陽の下
育ちました。自然や文化、基地や伝統……いろんな話題
があふれる沖縄で、ウチナーンチュとしての視点でお伝
えしたいと思います。ユタサルグトゥウニゲーサビラ！

琉球 島根
HOME

沖縄市体育館から！沖縄市体育館から！
ホームゲームホームゲーム

インフォメーション



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、受信機の設置の月の翌月から第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）

NHK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。

NHK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フリーダイヤル

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お問い合わせ

0570-00-3434ナビダイヤル

受付時間／午前9:00～午後8：00（土・日・祝日も受付）　
放送受信料についてのお問い合わせ

0570-077-077ナビダイヤル

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

受信料のお支払いは

継続振込等
2か月払
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！

例えば
衛星契約の
場合

例えば
衛星契約の
場合

口座振替 クレジット
カード継続払または が お得です。CREDITCARD

BANK

NHKホームページでの
お手続き

NHK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▼

受信料額表

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

さらに
お得
さらに
お得

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
※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）

NHKプラスはじまりました！！

放送同時配信どこでもNHKの
番組を楽しめる 見逃し番組配信 いつでもNHKの

番組を楽しめる

NHKプラスは、インターネットで地上波放送番組を視聴できる動画配信サービスです。

1 2 3

▶ ▶

まずはアクセス 利用申込み 確認コード入力
案内ページへアクセスするか、アプリを
ダウンロードしてください

放送受信契約の確認がとれ次第、契約住所にハガキ
が届きます。

ハガキの案内に沿って、入力画面で確認コードを
入力します。

※確認がとれない場合は、登録メール
　アドレスにご連絡いたします。
※ハガキの到着には1～3週間かかり
　ます。

案内ページへ
アクセス

スマートフォンをかざ
してQRコードを読み
取ってください

アプリをダウンロード

利用申込みは、
必ず受信契約者
ご本人様よりお
願いいたします。

利用申込み直後
から視聴
できます！！

受信契約者様

入力は受信契約
者ご本人様よりお
願いいたします。

▶
入
力
画
面

確認コードを
入力してください

確認コード送信

利用登録完了

受信契約者とそのご家族のみなさまには、新たなご負担をいただくことなく本サービスをご利用いただけます。
午前9:00～午後10：00（土・日・祝日も受付）お問い合わせは→ 0570-066-066ナビダイヤル

申込み画面から必要な情報を入力
してください。

https://nhk.jp/plusinfo
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