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本土復帰50年へ、沖縄とともに。公共放送NHK
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8月7日（金）
沖縄戦  空白の１か月（仮）

午後7：30  沖縄県域

8月2日（日）
終わりなき戦場
～沖縄戦  最後の1か月～（仮）

午後9：00  
全国放送戦後７５年

沖縄戦を見つめる



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

福田八直幸

 １日（土） １０：00 2020沖縄県高校野球夏季大会　準決勝
 ２日（日） ６：１０ 目撃！にっぽん「祖母の書いた沖縄 ～幻の女性作家・久志芙沙子」
 ２日（日） １３：００ 2020沖縄県高校野球夏季大会　決勝
 ２日（日） ２１：００ NHKスペシャル「終わりなき戦場  ～沖縄戦  最後の1か月～（仮）」
 ７日（金） ７：２５ うちなーであそぼ　第130回　うちなー童謡「あめふり～宮古」
 ７日（金） １８：００ 沖縄ミュージックジャーニー　いま最も聴きたい「ラブソング」
 ７日（金） １９：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「沖縄戦　空白の一か月(仮)」
 ７日（金） １９：３０ 美の壷「紅型」
 ８日（土） 10：5５ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「沖縄戦　空白の一か月(仮)」(再)
 ９日（日） ６：１０ 目撃！にっぽん「バス会社  あの日の笑顔を取り戻すために ～観光バス会社コロナショック～」
 ９日（日） １１：００ 沖縄ミュージックジャーニー(再)
 １０日（月） 4時台 ラジオ深夜便　戦争平和インタビュー「母が失った沖縄戦の記憶を語り継ぐ」
 １０日（月） 6：３０ インタビューここから「音楽で沖縄と本土を繋げたい」 元THE BOOM 宮沢和史さん（仮）
１１日（火） １９：３０ 「イッピン」シリーズ　名匠への道～沖縄　工芸品～
２１日（金） ７：２５ うちなーであそぼ　第216回　うちなー昔話「平安座島のハッタラーと具志川のカメワリ」
２６日（水） 22：30 歴史秘話ヒストリア「あざやかなり首里城 はるかなり琉球王国」
２８日（金） １７：０５ 沖縄熱中倶楽部

沖縄県域 午前7：25
Eテレ

7日[金]

月の8 関連番組沖縄

10日
（月）
10日
（月）

戦争平和インタビュー
「母が失った沖縄戦の記憶を語り継ぐ」
 ～戦争体験伝え手　比嘉佐智子さん(71)～

ひ　が　さ　ち　こ
午前4時台  全国放送

沖縄戦から75年。「鉄の暴風」ともいわれる悲惨な沖縄戦を、県内の小学校で
紙芝居を使って伝えている人がいます。戦後生まれの比嘉佐智子(ひが・さちこ)
さん(71)です。比嘉さんの伝える沖縄戦は母、要江(としえ)さん(99)の体験
です。3か月もの間、戦火をさまよい、家族11人を亡くしました。戦後、要江さん
は語り部として全国各地で講演を行ってきましたが、認知症の症状が出始め、
去年語り部を引退しました。母の引退を機に、比嘉さんは活動を始めました。
継承の難しさを感じながらも前向きに取り組む比嘉さんに竜田理史（たつた・
まさし）アナウンサーがお話を伺います。

人気の童謡の再放送。
下地イサムさんが宮古島の言葉で
「雨ふり」を歌います。
「ぴちぴちちゃぷちゃぷランランラン」は、
宮古の言葉ではどういうのでしょうか。

うちなー童謡 
『あめふり～宮古』

21日[金]

昔々、平安座島にハッタラーという力持
ちが住んでいました。しかし、ハッタラー
は、顔も姿もわからない謎の人でした。
ある日、カメワリという具志川の力持ちが
ハッタラーと力比べをしようとやってきま
した。出迎えた妹のンダラーは・・・。

うちなー昔話 
『平安座島のハッタラーと
　　　 具志川のカメワリ』

午後6：00  沖縄県域

午前6：10  全国放送

竜田 理史
アナウンサー

比嘉 佐智子さん

2日
（日）
2日
（日）

祖母の書いた沖縄 ～幻の女性作家・久志芙沙子
直木賞作家・大島真寿美さんが書いた小説「ツタよ、ツタ」、主人公のツタは実在の人物―幻の女
性作家、久志芙沙子。沖縄出身の芙沙子はデビュー作で沖縄と本土の格差をありのままにつづり、 
同郷の人たちからバッシングを受け、小説家の道を絶たれた。その後、二度と筆をとることなく
三十年前に他界。そして時を隔てた今、芙沙子の孫娘が祖母の人生をたどる旅に出る。芙沙子の
まっすぐな生き方は私たちに何を問いかけているのか。

生中継

生中継

7日
（金）
7日
（金）

沖縄戦  空白の１か月（仮）

午後9：00  全国放送

終わりなき戦場
～沖縄戦  最後の1か月～（仮）
住民12万人が命を落とした沖縄戦。1945年5月末、日本軍の総司令部があった首里が陥落、事実上の勝敗が決した後にも
関わらず、戦闘は継続。少なくとも住民４万６千人が命を落とした。なぜ、これほど多くの住民が犠牲になったのか。
今回ＮＨＫは、アメリカ軍の新資料を発掘、苛烈な攻撃に住民が巻き込まれていった詳細が浮かび上がってきた。
終わることなく続いた戦場で何がおきていたのか。多くの命が失われた１か月に迫る。

2日
（日）
2日
（日）

いま最も聴きたい
「ラブソング」
音先案内人は沖縄市出身の福田八直幸さ
ん。ギターや三線、民族楽器など様々な楽器
をあやつる幅広い音楽性で注目をあつめる
シンガーソングライターです。今年は、数々
のヒット曲を生み出してきた松井五郎さん
（作詞）と都志見隆さん（作曲）のコンビによ
る楽曲「千年花火」をリリースし話題になって
います。今月は、福田さんによる極上の「ラ
ブソング」をお届けします。

7日
（金）
7日
（金）

午後7：30  
沖縄県域

８
月
の
お
す
す
め
番
組

!

＜番組内容変更 の お知らせ＞
8 月 7 日（金）放送予定の以下の番組について
内容を変更してお送りします。ご了承ください。
【番組名】きんくる～沖縄金曜クルーズ～
【放送日時】８月 7日（金）総合　午後 7：３０
【内　　容】
当初予定：「沖縄戦　空白の１か月」
変更後　：「新型コロナ 再び感染拡大沖縄はどう備えるか (仮 )」



今月のおすすめレシピ

NHK沖縄放送会館からのお知らせ
※６月８日(月)より、受付業務などの一部業務は再開しておりますが、｠新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
会館見学・キッズスペース・NHKアーカイブスなどについては 当面の間 休止・閉鎖します。ご了承下さい。
※入館時には、検温・アルコール消毒を実施しています。
　また、マスクを着用されていない方の入館はお断りさせていただきます。ご理解の程、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

完成図

ビタミン・カリウム・βカ
ロテンも含まれ、免疫力アップや、
ペクチンなどは整腸作用も。

丸オクラは…

フランス南部プロ
ヴァンス地方のスタイル料理。
にんにく・オリーブ油・ハーブなどを
用いる料理が多い。

プロヴァンス風って
？

平日 午前11：45

◆[材料/2人分]
　丸オクラ 10本
　鶏もも肉 2枚
　玉ねぎ 80g
　にんにく 1片

◆[プロヴァンス風ソース／材料/2人分]
　トマトジュース（無塩タイプ） 380cc（2缶）
　ローズマリー 1枚
　ケチャップ 大さじ２
　塩・こしょう、オリーブオイル 適量

作り方

1 鶏肉に塩・こしょうで下味をつけます。

2
フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて
中火で加熱。1の鶏肉を表・裏ソテー。この時、火の
通りは気にせず焼き目をつけます！

★焼き目をつける
ことで旨味がにげ
にくくなります

3
焼き目がついたら、残りの食材、たまねぎ、丸オクラをいれます。
かるく炒めたらトマトジュース、味に奥行きをいれる為にケチャップ、
最後にハーブを入れます。

4
火を中火から弱火にして10分過ぎたら火を
しっかり通すため、鶏肉を途中でひっくり
かえします。15分煮込んで盛り付けたら
完成です。

★トマトジュースの量が
半分位を目安に。煮詰まり
すぎたら水を足して下さい

◆[材料/1人分]
　そうめん 1束
　[トッピング]パクチー 適量

◆[特製スープ/材料/1人分]
　あさり 250ｇ
　ミニトマト 3個
　料理酒 150ｍｌ
　だし(水でも可) 80ml

◆[魚のから揚げ/材料/1人分]
　お好みの白身魚 2切れ
　塩・片栗粉 適量

おろしにんにく 5ｇ
レモン 1/2個
コーレーグース 大さじ1
ごま油 大さじ１

作り方
特製スープのつくり方そうめん

1
フライパンにゴマ油、おろしにんにくを入れ、
火をかける。ゴマとにんにくの香りがたって
きたら、あさりとミニトマトを入れ炒める。（にん
にくが焦げないようにしっかりまぜて下さい）

フライパンを動かしつづけると焦げずに
風味・香り↑

POINTPOINT

3 冷蔵庫で20～30分ほど冷やしたら特製スープ
は完成です。

2
あさりの口が開いたら料理酒、コーレーグース
を入れ酒蒸しに、アルコールがとんだらダシを
加えて、もうひと煮立ち、火を止めてレモンを
しぼります。

魚のから揚げのつくり方

4
フライパンで揚げ焼きにする
ので、白身魚に格子状に切り
込みを入れる。

格子状に切ることで
カリッとした食感に！

POINTPOINT

6
フライパンを斜めにして、皮目からおよそ1分揚げ焼き
にします。フチが白っぽくなってきたら反対にひっくり
返して両面焼きあがったら魚のから揚げは完成です。

7
そうめんに出来上がった【魚のから揚げ】、冷やして
いた【特製スープ】、トッピングの【パクチー】をのせて
盛り付けたら完成です。

5 軽く塩をふり片栗粉をつける。

切り込みを入れた間にもしっかり片栗粉をつけて下
さい。うまみたっぷりの特製スープがからんでさらに
美味しくなります！

ここで美味しくなるひと手間★

そうめん一束はあらか
じめ茹でておいて、冷水
でぎゅっとしめます。

丸オクラと鶏肉“プロヴァンス風”
監修：フランス料理店経営 新屋 健一さん

丹部 あゆみ 
キャスター

仲本 奈鶴季 
キャスター

フライパン1つで
出来る！！

暑気払い！海鮮冷やしそうめん
監修：魚専門の食堂経営 玉城 弘康さん

ひと手間かけて
海鮮のうまみたっぷり！！

ポイント ヘタ先を切り落とし、ガクの部分を１周削る

いつもの冷やしそうめんを
お店の味にアレンジ！

あ そびの達人あ そびの達人
遊びのプロたちに聞いた
　　　家遊びのアイディア！

堀越 将伸
アナウンサー
堀越 将伸
アナウンサー

子供と一緒に
楽しめるいろんな
遊びを教わって
きました！

家遊び ＃1 「空き箱ブーメラン」
プロに聞く！プロに聞く！

◆使うもの

・牛乳パック

・菓子の空き箱 など

・ハサミ・テープ

・ホチキス・電池

◆使うもの

・牛乳パック

・菓子の空き箱 など

・ハサミ・テープ

・ホチキス・電池

シンプルな４枚羽根のブーメランの作り方です。
羽根の数は、３枚でも、５枚以上でもＯＫ！
いろいろ試してみましょう。

ここがポイント！
羽根が「山型」にカーブする
ようにクセをつけます。
電池などをぎゅっと押し当てると、
やりやすいですよ。

④ 羽根にクセをつけます

最後に、羽根全体にも
クセをつけて、
軽く反り返らせます。

⑤ 羽根全体を
　　反らせます

・ブーメランを縦に構えて
・手首の「かえし」を使って、投げます

※もしブーメランがうまく帰ってこなかったら、④と⑤の手順
に戻って、羽根のカーブのつけ方や羽根全体の反らせ方の加減
を手直ししてみてください。

⑥ 投げてみよう！

牛乳パックや空き箱を、
幅２センチくらいで細長く
切ります。
きっちり測る必要はなく、
だいたいでいいですよ。

① 羽根を作りましょう

切ったら、角を切り落として
丸くします。
これ、とっても大事!!
投げた時に当たってけがを
しないように。

② 角を丸くします

２本を十字にあわせて
テープなどで留めると、
４枚羽根のブーメランに。

※３枚の羽根で作る時は、羽根を「Ｙ字」
に重ねてホチキスでとじるとしっかり
留まります。

③ 羽根をあわせて
　 とめます

イ
ン
フ
ォ
メ
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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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