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午後7：30  沖縄県域

北村三郎・人と芸
5月22日（金）



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

(左)北村三郎　(右)仲嶺眞永さん　棒しばり

(左)大宜見小太郎　(右)北村三郎
丘の一本松にっぽん

百名山

月の5 関連番組沖縄
 1日(金) 7：25～ うちなーであそぼ　第65回　昔話「野底マーペー」（再）
 1日(金) 18：00～ 沖縄ミュージックジャーニー「スタジオライブ＆トークSP完全版・後編」
 3日(日) 11：00～ 沖縄ミュージックジャーニー「スタジオライブ＆トークSP完全版・後編」(再)
 11日(月) 19：30～ にっぽん百名山「古見岳」(西表島)
 15日(金) 7：25～ うちなーであそぼ　第212回　昔話「久良波首里御殿の子守唄」
 15日(金) 19：30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「新型コロナウイルス  沖縄県  感染はなぜ拡大したのか」
 16日(土) 7：35～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「新型コロナウイルス  沖縄県  感染はなぜ拡大したのか」（再）
 22日(金) 17：05～ 沖縄熱中倶楽部
 22日(金) 19：30～ 沖縄の歌と踊り「北村三郎・人と芸」
 23日(土) 10：55～ 沖縄の歌と踊り「北村三郎・人と芸」(再)
 29日(金) 7：25～ うちなーであそぼ　第213回　昔話 「察度の黄金宮」

沖縄県域 午前7：25Eテレ

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

1日[金]

八重山の黒島に暮らす美しい女性マー
ペーは、役人の命令で石垣島の野底に
移住することを命じられました。婚約者
と引き離されながらも懸命に暮らす
マーペーでしたが、流行り病にかかって
しまいます。婚約者の住む黒島を一目
見たいとマーペーは・・・。

15日[金]

やんばるの久良波が舞台のちょっと
怖い物語。泊まった旅人が姿を消すと
いう宿を調査するため王府から遣わさ
れた若侍は、「この宿に泊まるときは娘
の羽織を着るとよい」と不思議な子守
唄をうたう老婆に出会います。マジムン
と化したノロを退治するお話です。

29日[金]

のちに浦添按司となる察度は、若いころ
とても貧しい暮らしをしていました。勝
連按司の娘が婿を探していると聞いた
察度は、娘を妻にしようと屋敷を訪ね
ますが…。黄金（くがに）言葉満載の勝連
按司と察度のやりとりが楽しめる物語
です。

うちなー昔話 
「野底マーペー」（再放送）

うちなー昔話 
「久良波首里御殿の子守唄」 うちなー昔話 「察度の黄金宮」

珊瑚の海に浮かぶ沖縄県西表島、原生林に覆われた山が島のほとんどを占め、そこは「イリ
オモテヤマネコ」に代表される野生生物の宝庫。今回は島の最高峰、古見岳を目指す日帰
りの山旅。出発は海！上原の浜からカヤックで漕ぎ出す。石西礁湖と呼ばれ、日本最大・
北半球でも最大規模を誇るサンゴ礁の海を楽しみながら、古見岳が源流のユツン川の河口
へ。干潟で暮らすハクセンシオマネキや海水に生きるマングローブの珍しい生態に触れ
ながら、ユツン川を遡っていく。ユツン三段の滝や一枚岩の大スラブなどバリエーション
に富んだルートで亜熱帯の大自然を体感！特に山頂直下のジャングルの美しさは、地元の
人も西表島でも別格という！山頂からは石垣島、竹富島、黒島、波照間島など、八重山の
島々を望む。ヤマネコの住む豊かな森がサンゴ礁の豊かな海を育む様子を発見して行く。

11日
（月）
11日
（月）

「古見岳」
午後7：30  全国放送BSP

４月１６日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府が出している「緊急事態宣言」が全国に拡大された。４月に入って、
感染者が１００人を超えている沖縄県。感染拡大防止に向けて、沖縄県庁では、外出の自粛要請や休校要請、医療施設の確保
などについて模索が続いている。また、企業の多くが休業・業務縮小を余儀なくされるなど、県内経済に深刻な影響を与えて
いる。
感染はなぜ拡大したのか。沖縄県の取り組みを伝えるとともに、県内各地を取材。感染拡大防止にむけて私たちに何ができる
か考える。

15日
（金）
15日
（金）

新型コロナウイルス  沖縄県  感染はなぜ拡大したのか
午後7：30  沖縄県域

22日
（金）
22日
（金）

2月6日に82歳で亡くなった沖縄芝居役者・北村三郎さん。北谷町に生まれ、19歳の時
（1956年）ときわ座に入団して以来60年以上、沖縄芝居一筋に生きてきた。舞台だけ
でなく、テレビやラジオにも数多く出演し沖縄芝居には欠かせない俳優として活躍した。
番組では、NHKに残る映像資料から、北村三郎さんの人と芸に迫る。

北村三郎・人と芸 午後7：30  沖縄県域

1日
（金）
1日
（金） スタジオライブ＆トークSP完全版・後編

午後6：00  沖縄県域

かりゆし58 いーどぅし

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。ゲストは大人気バンド「かりゆし５８」
と話題沸騰中のユニット「いーどぅし」。
皆様から寄せられた『首里城再建に向けたメッセージ』をご紹介しながら、２組のふるさとへの思いをひも解きます。スペシャル
なライブとトークをお聞き逃しなく！

５
月
の
お
す
す
め
番
組

!



今月のおすすめレシピ

ひっかけた足を

　できるだけ内側に入れる！
ひっかけた足を

　できるだけ内側に入れる！

↑横隔膜を意識↑横隔膜を意識

before after

←ひざは外向きに開く→

←ひざは外向きに開く→

平日 午前11：45
総合

いちごの
　レアチーズケーキ

監修：沖縄県洋菓子協会副会長 田島 由幸さん

専門家が教える

　　“正しい手の洗い方”

全国で感染が拡大している新型コロナウイルスの
予防には、手洗いが重要です。
県立中部病院で、感染症が専門の椎木創一医師が
正しい手洗いの方法を紹介します。

しい き そういち

手洗いで大切なのは、「洗い残し」をなくすこと
椎木医師によると、手には、洗ってもウイルスが残りやすいところがあるといいます。
それは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などで、
こうしたところのウイルスをしっかり落とすことができるかがポイントです。

指先（特に爪の間） 指の間 手のしわ

手を水でぬらし、十分な量の
せっけんを手につけ、全体に
広げます。

そして、親指と付け根。

指の間は手のひら、そして甲からも指をこすりあわ
せるように洗います。こうすることで、指の間を
くまなく洗うことができます。

手を拭くときも注意正しい手の洗い方 椎木医師が
実演！

親指親指

指先と手のしわは爪を
使って丹念にこすること
で、ウイルスを落とします。

指先と手のひら指先と手のひら

指の間（手のひら・手の甲）指の間（手のひら・手の甲）

意外と忘れがちなのが、
指の背の部分。指と指を
しっかり絡めて洗います。

指先周り指先周り

手首も忘れずに洗いましょう。

手首手首

「手についた水をタオルなどでしっかり落とします。手がぬれた
ままだと、バクテリアやウイルスがつきやすい状態になって
いるのでできるだけしっかり乾燥をさせてください」。
タオルは濡れていない清潔なタオルを使うようにしましょう。

水で洗い流したあとも注意が
必要だと椎木医師は言います。

アルコール消毒液の
　　　　　　　活用も
「アルコール消毒液の場合は手全体にきれいになじませることができるか
どうかがポイントになります。つまり付け残しているところがないように
する必要があります」。また、アルコール消毒液のつけ方にポイントがある
と指摘します。

手を洗うタイミングというのが非常に重要です。１０分や
２０分ごとにやればいいというものでもありません。
やはり目や口を触る可能性のある、例えば食事の前
とか、誰かをお世話する直前、それに、外出から帰った
あとが手洗いをするタイミングです。

アルコールを十分な量落とした
らまず指の先につけます。それ
から広げてあげると一番実は
ウイルスが残りやすい爪の間
とか落とすことができます。

手洗いに代わるものとし
て、アルコール消毒液の
活用も有効だと言います。

手洗いは
　「タイミング」

手洗いをいつ、どれくらいの頻度で手を
洗えばいいのか質問すると、椎木医師
は「タイミング」が重要と話しました。

NHK沖縄放送局会館
休館のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お客様の安全を考慮
し、3月23日（月）から当面の間、放送会館を休館とさせていただ
いております。
急なお知らせとなり、大変申し訳ありませんが、ご理解いただけ
ますと幸いです。
再開につきましては、新型コロナウイルスの状況の推移を
見ながら検討し、ホームページなどでお知らせいたします。
ご不便をおかけしますが、ご理解の程、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

丹部 あゆみ
キャスター

【上のゼリー材料】
ゼラチン（ふやかす） ２ｇ
イチゴジャム ９０ｇ
水 30㎖

【下の土台部分材料】
ビスケット ４０ｇ
バター ３０ｇ

【レアチーズ】
いちご 適量
クリームチーズ（常温） １００ｇ
グラニュー糖 ３５ｇ

生クリーム（泡立てる） １3０㎖
ゼラチン（ふやかす） ２ｇ材 料材 料 見た目も華やか！

３層の豪華な

いちごのデザート！

作り方

1
溶かしバターと細かく砕いたビス
ケットを混ぜ合わせ、カップの底
に土台を作り、クッキー生地の上
にカットした苺を入れ、冷蔵庫で
冷やす。

2 ゼラチンは水でふやかし、生ク
リームは泡立てておく。

3
常温で柔らかくしたクリーム
チーズとグラニュー糖をしっかり
混ぜる。

4 ふやかしたゼラチンをクリーム
チーズと混ぜる。

5 泡立てた生クリームを混ぜ、カップ
に流します。

6 冷蔵庫で冷やす。

このとき、先に少しのクリーム
チーズをゼラチンと混ぜてから
のほうが混ざりやすい　

土台・レアチーズ部分づくり

7 いちごジャムを３０㎖の水でのばし、火に
かける。

8 温まってきたらふやかしたゼラチンを
入れて沸騰直前まで温める。

9 少し荒熱を取って、冷やし固めたレア
チーズの上に流す。

10上にイチゴを飾って完成。

上のゼリーづくり

新型コロナウイルスの影響もあって、外で体を動かす機会が減った人もいるのではないのでしょうか？
そうなると体が硬くなってケガをしやすくなってしまいます。
そこで、家で気軽にできるストレッチをＦＣ琉球のコーチに田中美音キャスターが教わってきました！

FC琉球に教わる！家でできる簡単ストレッチ

ストレッチの前に、教わったのは「呼吸」のしかた。
山田コーチによると、人は１日に呼吸を約２万回していて、
息を吸う際に肩が上がったり腰がそったりして、気づかない
間に肩こりや腰痛を起こすということです。

呼吸ストレッチ
正しい呼吸法が分かったところでいざ、ストレッチに挑戦！
今回、取り組んだのはおしりまわり。自宅にいてテレビを見るなど、座り続け
ていると、血流が悪くなってさらに体が硬くなってしまうんです。
あおむけの状態で足を曲げたあと反対
の足をひっかけ、両手で抱えます。
柔らかい方はひざを持って、硬い方はも
もを持ちます。
この状態で、１０秒間ゆっくり呼吸をしな
がら胸の方にひっぱります。左右５セット
ずつ行います。

おしりトレーニング①

そこで、体に負担をかけない
呼吸をするための、意識づけ
の方法を教えてくれました。
あおむけになって膝を曲げ
右手は胸に、左手をおなか
に置きます。
この状態で４秒吸って６秒
吐く。その後２秒止める。
これを５セット繰り返します。

呼吸方法①
ポイント
　鼻から吸って口から吐く

！

ひざを抱えてやると、
おなかが膨らんでい
る感覚がわかり、正し
い呼吸への意識がさ
らに高まります！

呼吸方法②

次は体を起こして横向きになり写真のよ
うに足を曲げて手を前に出します。
足首、膝、股関節は９０度に曲げます。
頭と膝を一直線するのがポイントです。
この状態で鼻から吸って、口から息を吐
きながら前に手を押し出します。
反対方向も同じように伸ばします。

おしりトレーニング②

まだまだ、余裕がある方
はこちらも挑戦してみ
てください！。
足のつま先を持って、ひ
ざを外に向けたまま、伸
ばしながら呼吸。
これで正しい呼吸がし
やすくなります。

呼吸上級編

岡﨑亮平選手と
山口和樹選手の
２人にも参加して
もらいました。

おか　ざき  りょう へい

やま　ぐち　かず　き

今回教わったのは、ＦＣ琉球で選手の
ケガを予防する体づくりなどを担当
する山田誠コンディショニングコーチ。

やま  だ まこと

前屈をストレッ
チ前と後で比べ
てみると、１０分
もたたないうち
に、体が柔らか
くなりました。

前屈ビフォーアフター

短時間で体は
変わっていき
ます！選手たち
だけじゃなくて、
いろんな年齢
の方もできる
トレーニング
なんでぜひ試
してください。

僕たちも頑張っているので、皆さんもこういった
メニューを、家でやってみてください！

厳しい状況には
なりますが、僕た
ちも日々準備をし
ているのでみな
さんも一緒に体
を鍛えましょう！

岡﨑亮平選手岡﨑亮平選手

山口和樹選手山口和樹選手

山田誠コーチ山田誠コーチ

田中美音
キャスター
田中美音
キャスター
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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

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）

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）　
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

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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