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※放送日時・内容は変更する可能性があります。

 ２日（水） 19：３０ 沖縄の歌と踊り「旧盆特集  花形役者の競演」

 ４日（金） ７：２５ うちなーであそぼ　第１２７回　うちなー昔話「浜千鳥　チジュヤー」(再)

 ４日（金） １８：００ 沖縄ミュージックジャーニー「いま聴いてほしい おきなわの歌 -2020 夏編-」 

 ４日（金） １９：３０ インタビューここから「宮沢和史」(再)

 ６日（日） １１：００ 沖縄ミュージックジャーニー「いま聴いてほしい おきなわの歌 -2020 夏編-」(再)

 １１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 医療は？ 経済は？(仮)」

 １２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 医療は？ 経済は？(仮)」(再)

 １８日（金） ７：２５ うちなーであそぼ　第２１７回　うちなー昔話「綱引きの始まり」

 ２６日（土） ２３：００ ＥＴＶ特集「“戦場とつながった”町 ～嘉手納基地と人々の７５年～ （仮）」

 ２８日（月） １７：０５ 沖縄熱中倶楽部

月の9 関連番組沖縄 暑さに負けず、

水分補給も

しっかりね～!

沖縄県域 午前7：25Eテレ

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

18日[金]4日[金]

昔々、糸満にとても仲の良い夫婦が暮らしていました。二人
は、網にかかった浜千鳥を助けてやるような優しい夫婦でし
た。しかし、嵐の日、妻が波にのまれてなくなってしまいます。
悲しみに暮れる夫のもとに、娘の姿となった浜千鳥が恩返し
に現れたのです。

口減らしにまつわるちょっと悲しい物語。凶作の上に、イナ
ゴの被害に遭った村人たちは、口減らしで森に入ったおじい
さんに助言を求めました。おじいさんの驚きの知恵とは・・・。
今に残る綱引きはイナゴを退散させるためのものだったの
です。

うちなー昔話 
『浜千鳥　チジュヤー』（再） うちなー昔話 『綱引きの始まり』

明治の中頃から盛んになった「ウチナー芝居」は、歌劇やせりふ劇などで、数多くの名作を生んで
きた。悲劇の多かった歌劇だけではなく、能・狂言から題材を得たいわゆる「ちょうぎん（狂言）」
と呼ばれた喜劇も人気を集めてきた。番組では、この「ちょうぎん」から「棒しばり」、また芝居の
幕間で人気を博した「役者舞踊」の熱演を「旧盆特集」として紹介する。

2日
（水）
2日
（水）

旧盆特集  花形役者の競演

アーカイブス選

午後7：30  沖縄県域

午後7：30  沖縄県域

ゲストは、シンガーソングライターの宮沢和史さん。
山梨出身の宮沢さんが初めて沖縄を訪れたのは２０代のころ。
それが人生の転機となります。沖縄に魅せられた宮沢さんは、
沖縄の歴史を知り、曲を書き上げます。それが、大ヒットした「島唄」です。
この曲の歌詞やメロディーにこめた思いとは、何だったのか。
そして、沖縄文化を引き継ぐ活動にも取り組む宮沢さんが、
沖縄とどう向き合っていくのか。インタビューで迫ります。

4日
（金）
4日
（金）

『宮沢 和史』（再）

聞き手池間 昌人アナウンサー

梅の香り 棒しばり 鷲ぬ鳥

26日
（土）
26日
（土）

“戦場とつながった”町 ～嘉手納基地と人々の７５年～ （仮）

午後11：00  全国放送

1945年9月、嘉手納基地で沖縄戦の「降伏調印式」が行われ、沖縄戦が“公式に終結”、
戦後沖縄の幕が開いた。朝鮮戦争、ベトナム戦争の出撃地となった嘉手納基地。バー
などアメリカ兵相手の商売を中心に街に発展をもたらした一方、爆撃機B５２墜落な
ど度重なる事件事故を引き起こした。戦場に兵士を送り出してきた極東最大の嘉手納
基地。周辺住民との75年の歳月を見つめ、基地が地域に何をもたらしたか考える。

4日
（金）
4日
（金）

いま聴いてほしい おきなわの歌 
-2020 夏編-

午後6：00  沖縄県域

今月のミュージックジャーニーは、6月に引き続きパーソナリティーの2人がセレクトした
 「いま聴いてほしいおきなわの歌」をたっぷりとオンエア！
今回は『2020夏編』と題して、この季節にぴったりのナンバーを 様々なジャンルから厳選してお届けします。お楽しみに！

【司会】幸田 悟 真栄城 美鈴
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今月のおすすめレシピ

顔ヨガ
すっきりキレ

イを目指すすっきりキレ
イを目指す

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

ヨガの呼吸法やゆっくりとした動きを取り入れることで、顔の
筋肉を刺激してしなやかな弾力を取り戻し、血行・リンパの
流れ・新陳代謝を促進します。

1

3

・

2

下唇を上唇にかぶせて口角を上げる。
（アゴをだすイメージ）
顔はキープしたまま、
両手を１・２・３とカウントをとる。
ダー！と言いながら
両手を広げて目と口を大きく開く。
～３回繰り返します～

1・2・3・ダー！

・ダー！の時に顔を
 グラグラ動かさない！
・目を大きく開けたとき
に眉毛を上げておでこ
にシワをよせない！

ココを意識！

まぶたの奥から目
を開くようにすると
眉が上がらなくなり
ますよ

マリオネットラインの解消
マリオネットラインって？
口の両脇から下に伸びる2本の溝です。腹話術
の人形に見えるのでこの名前がついています。

期待できる
効果・効能

1

3

両手をピンと張らせて、口唇の真横におきます。
唇を真ん中にとがらせます。
右手で右横に糸をひっぱるように唇を右側に動かします。
ある程度右側にずれて左側のほうれい線が解消されたら、
真ん中に唇をもどしながら両手をピンとのばします。
今度は左手で左横に糸をひっぱるように
唇を左側に動かします。
ある程度左側にずれて右側のほうれい線が解消されたら、
真ん中に唇をもどしながら両手をピンとのばします。
～右・前・左と３往復する～

4
5

6
・

2

ひょっとこあやつり人形体操

 ・顔をグラグラ動かさない！　 ・真正面をみる！ココを意識！

口元・口まわり・あごまわりのシェイプアップ期待できる

効果・効能

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。

ダー!ダー!

平日 午前11：45

◆ [ボウル１つ分の材料/１皿分]
・ドラゴンフルーツ １個
・バナナ １本
・豆乳 １５０ｍｌ
・はちみつ おおさじ２

◆[トッピングはお好みで]
・水切りヨーグルト １５０ｇ

・お好みの果物 適量
・ドライフルーツ ３０ｇ
・くるみ ２５ｇ
・ミント 適量

(※一晩水切りしたヨーグルト)※豆乳がダメな方は
　牛乳でもOK

※お好みで、少しでも
　多くてもOK

◆ [具材/２人分]
・ヘチマ 1本
・豚ひき肉 150g
・トマト（ザク切りに） １個
・ニンニク・ショウガ　１かけ
・★豆板醤 小さじ１

・☆鶏ガラスープの素 大さじ１
・☆砂糖・醤油 小さじ２
・☆塩・こしょう 少々
・◇ごま油 小さじ１
・水溶き片栗粉 適量
・油 適量

※お子さんがいる
　家庭は省いてもＯＫ

作り方

1 ドラゴンフルーツを、ひとくち大に切ります。

2 ミキサーの中にドラゴンフルーツ、バナナ、豆乳、はちみつを
約１０秒ミキサーにかける。

3 製氷皿にいれ、一晩凍らせる。(５時間以上)

4 凍らせた3をふたたび約１０秒ミキサーにかけてシャーベット風に！
（混ぜにくい時は豆乳を足すと◎）
まだ形は残っている状態で仕上げると冷たいアイスクリームみたいで
美味いです!

美味しくなるもうひと工夫

5 最後にお好みのトッピング(水切りしたヨーグルト、お好みのフルーツ等)で
盛り付けたら完成です！

作り方
☆ヘチマからソテーしていきます！

1
フライパンに火をつけたら、
大さじ１のサラダ油を入れ、
切ったヘチマを並べていきます。
目安は中火で片面１分、ひっくり返して
２分。両面を焼きます。

ヘチマとあんは別々に料理していきます
POINTPOINT

☆次にあんを作っていきます！

1
冷たいフライパンにニンニク、ショウガ、
★豆板醤を入れて油を上からかけて
火をつける。

冷たいフライパンからスタートした
方が豆板醤がはねないのでお鍋の
まわりが汚れなくてすみますよ♪

POINTPOINT

2 1を炒めて香りがしてきたら豚ひき肉を入れる。
ほぐしながらで白っぽくなるまでしっかりと炒める。

4

火を止めて味をなじませ
水溶き片栗粉でとろみをつけます(小さじ４位)。
再び火をつけて、とろっとしたのを確認したら、
香りづけで◇ごま油をまわしかけます。
最後に1でソテーしたヘチマの上に
完成したあんをかけて完成です。

3
強火で一気にザク切りにしたトマトを入れ、
ジュクジュクしてきたら、☆調味料を入れて炒め、
グツグツと煮ていきます。

～とろみをつけていきます～

夏は冷たいデザート！
　ドラゴンフルーツのフローズンボウル

監修：野菜ソムリエ上級プロ 徳元 佳代子さん

仲本 奈鶴季
キャスター

丹部 あゆみ 
キャスター

毎朝食べて、
からだイキイキ

ヘチマのマーボーあんかけ
監修：野菜ソムリエプロ 大城 しま子さん

ヘチマを使った中国料理

朝食やデザートにおすすめ！
・ドラゴンフルーツは栄養豊富
でスーパーフードと呼ばれて
います。
ベタニシアン…高い抗酸化作用
を含みます。その他、ビタミン
B1、B２、葉酸、カリウム、マグ
ネシウムなど

・龍のうろこに似ていることから
名前の由来という説も！

りゅう

ヘチマはビタミンＣも

葉酸もたっぷりなので、

夏の栄養補給に

ピッタリ!!

別々に料理することでヘチマの
食感も残って美味しいですよ。まとめ

11 22

33 44

55 66
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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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