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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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BS時代劇「テンペスト」（2011年放送）を総合テレビで一挙再放送！BS時代劇「テンペスト」（2011年放送）を総合テレビで一挙再放送！
10月31日（土）午後4：00 第1回～第2回　11月3日（火・祝）午後3：05 第3回～第6回

11月7日（土）午後3：05 第7回～第10（最終）回
10月31日（土）午後4：00 第1回～第2回　11月3日（火・祝）午後3：05 第3回～第6回

11月7日（土）午後3：05 第7回～第10（最終）回
琉球王国の秘密 ～ドラマ“テンペスト”の世界～ 10月29日（木）　　 午後7：30 沖縄県域琉球王国の秘密 ～ドラマ“テンペスト”の世界～ 10月29日（木）　　 午後7：30 沖縄県域



かりゆし 58chuning candyいーどぅし

宮沢和史きいやま商店HY

もっと沖縄特集　その他スケジュール
 ２日(金) １８：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 ６日(火) １９：３０ イッピン「海・空・大地を器の中に

～沖縄　やちむん～」
 ４日(日) １１：００ 沖縄ミュージックジャーニー(再)

 ２８日(水) ２３：４５ 英雄たちの選択
「独立を守れ！  島津侵攻  尚寧王の決断」(再)

 ３０日(金) １７：０５ 沖縄熱中倶楽部

左_宮城能造_右_親泊興照

10月31日から3日間、BS時代劇
「テンペスト」（2011年放送）を
総合テレビで一挙再放送！

10月31日から3日間、BS時代劇
「テンペスト」（2011年放送）を
総合テレビで一挙再放送！

「沖縄の歌と踊り」が始まって半世紀以上、NHK番組ライブラ
リーには沖縄芸能の様々なジャンルの映像が残されている。
なかでも、名優で知られた親泊興照と沖縄芝居最後の女形と
謳われた宮城能造の芸談は、番組がスタートした初期に記録
された貴重な資料である。番組では名優二人の沖縄芸能に
かけた思いと、その至芸「加那よー天川」を紹介する。

16日
（金）
16日
（金）

名優の芸談と舞踊
午後7：30  沖縄県域

沖縄本島の南、エメラルドグリーンの海に浮かぶ小さな島、
奥武島（おうじま）。一周２キロ、人口1000人の小さな島は、
夏、ひときわ賑わいを見せる。親族総出で、アイゴの稚魚の
群れを網へと追い込む伝統の“スク漁”。昔ながらの方法で
揚げられる、島の名物、魚の天ぷら。美しい水中映像とともに、
海の恵みと島で育まれた家族の絆を伝える。

11日
（日）
11日
（日）

海の香りに包まれて
～沖縄県奥武島～

小さな旅小さな旅小さな旅小さな旅

午前8：00  全国放送

30日
（金）
30日
（金）

火災から１年  首里城再建への道は

午後8：15  
沖縄県域

再放送 31日（土）

九州沖縄地方
午前10：55

沖縄県域 午前7：25Eテレ

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

2日[金]

「♪うみは広いな大きな～」幼稚園や
保育園でもおなじみの童謡「うみ」を
ウチナーグチに翻訳。恩納村のちゅら
海を背景に、若手三線奏者が歌います。
また、家にある三線を使った音遊びも
紹介し、子どもたちが伝統文化に触れ
る入り口を作ります。
歌三線：安慶名さつき・稲嶺幸乃

16日[金]

小浜島に伝わる昔話です。日照りで
苦しんでいた村人が千里眼のおじい
さんに相談にいくと、「カミナリさまが
寝ているから起こさなければならない」
という答え。村人たちは、島で一番高い
山から大きな石を二つ転がしました。
石がぶつかりゴロゴロと大きな音を
立てます。すると…。

30日[金]

コウモリは、イノシシとノグチゲラどっち
の味方？動物たちが主人公の楽しい
昔話です。
白い泡が山盛りのブクブク－茶の紹介
もあるよー。

うちなー童謡 「うみ」
うちなー昔話 
「ねぼすけのカミナリさま」 うちなー昔話 

「メーサーなこうもり」（再）

首里城火災から1年を経た今、沖縄ゆかりのアーティストたちが“こんな時だからこそ届けたい歌”を披露。 どんな思いで「復興の道
を歩み始めた首里城」そして「ふるさと沖縄」を見つめているのか・・・それぞれの形で思いのこもった音楽をお届けします。

県民に大きな衝撃を与えた首里城火災から１年。政府は、「２０２６年までに首里城正殿
を再建する」という工程表を決定。正殿跡で、龍柱の修復作業など、工事が進むほか、
首里城の壁の色など、“平成の復元”のときに積み残された“謎”の検討が進んでいる。
さらに、沖縄県は、部署横断で再建を後押しするため、首里城に特化して仕事をする
「特命推進課」を立ち上げ、資材調達など、再建に立ちはだかる壁に挑む。
着実に進む“首里城再建”。番組を通じ、最前線で奮闘する人たちを見つめる。

30日
（金）
30日
（金）

首里城火災から１年 沖縄から響け エールソング
午後7：30  九州沖縄地方

午前10：05  沖縄県域

午後11：45  全国放送

2日（金） (１)「美ら島の出逢い」
9日（金） (２)「ガジュマルの木の下で」
16日（金） (３)「命(ぬち)どぅ宝」

あの興奮をもう一度！
うちなーんちゅの甲子園
高校野球名勝負SP

首里城火災から1年。「沖縄のシンボル」でもある首里城の姿をドラマや、
再建へ向けたドキュメンタリーなど、様々な角度からお伝えします。　　　

NHKでは10月「もっと沖縄」と題して関連番組を集中的に放送します。
独特な文化や音楽など沖縄の魅力をたっぷりご紹介！　　　　　　　

1週間まるごと！「首里城」特集

パネル展
放送当時の秘蔵写真や衣装を大公開！
期 間 10月7日（水）～11月8日（日）
会 場 首里城公園 首里社館 ビジターロビー

※首里城公園の閉園時間・休場日はご覧
いただけません。詳しくは首里城公園
のホームページをご確認ください。

一挙再放送に先駆けて
10月29日（木） 午後7：30 沖縄県域
 琉球王国の秘密 ～ドラマ“テンペスト”の世界～

BS時代劇「テンペスト」アンコール＜全10回＞
10月31日（土） 午後4：00 第1回～第2回
11月  3日（火・祝） 午後3：05 第3回～第6回
11月  7日（土） 午後3：05 第7回～第10（最終）回

そのほかの放送予定はHPへ！

 26日(月) １９：30 歴史秘話ヒストリア「あざやかなり首里城」（再）
 ２７日(火) ２３：４５ 赤い城 沖縄のこころ～首里城 再建の願い～（再）
 ２８日(水) １９：３０ 夏井いつきのよみ旅！ in沖縄（再）
 ２９日(木) １９：３０ 琉球王国の秘密 ～ドラマ“テンペスト”の世界～（再）
 ３０日(金) １９：３０ 首里城火災から１年 沖縄から響け エールソング

 ３０日(金) ２０：１５ きんくる 「火災から１年  首里城再建への道は」
 ３１日(土) １０：０５ 幻の布を求めて ～琉球染織紀行～
１１月１日(日)１3：５０ あの日 あのとき あの番組

「再建へ！沖縄のシンボル首里城」

～アーカイブス選～

10日（土） 春のセンバツ　17日（土） 夏の甲子園

10
月
の
お
す
す
め
番
組

!



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。

平日 午前11：45

会　場 名護市民会館（名護市港２丁目１－１）

司　会 城島茂（TOKIO）、近藤 泰郎アナウンサー

入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
「郵便往復はがき(私製を除く)」に以下を記入してお申し込みください。

観覧
申込

ＮＨＫ沖縄放送局 電話 098-865-2222 （平日　午前９時３０分～午後６時）
名護市民会館 電話 0980-53-5427 （平日　午前８時３０分 ～午後５時３０分）

お問い合わせ
放送予定 未定　※放送日が決まり次第NHK沖縄局ホームページにてお知らせします。

締め切り

2020年

11月2日（月）
必着

往信用おもて

この面には
何も記入しないで
ください

9 0 5 0 0 1 4
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
⑤観覧希望人数
　（２人まで）

63 63

「民謡魂 
ふるさとの唄」係

名護市港２丁目１－１
名護市民会館

※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、当選の方には希望人数（２人まで）でご入場いただける入場整理券を、落選の方には落選通知をはがきで１１月１１日（水）頃
に発送します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お客様同士の間隔をとった座席を、入場整理券で事前に指定させていただきます。
※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。
※摩擦熱で色が消えるボールペンの使用はご遠慮ください。
※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出品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。

※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、ＮＨＫでは受信契約者情報との照合、受信料のお願いに使用させていただくことがあります。
※新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により公演を中止する場合があります。その場合、他の公演への振替はございませんので何卒ご理解のほど
宜しくお願い申し上げます。また、事情により出演者や演出など番組内容を変更する場合があります。そのほか、感染状況により、観覧いただける方の地域を
一部制限する場合があります。あらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保健所など公的機関へお客様の情報を提供する場合があります。その場合、当日ご来場いただいた方のお名前など
詳細をお聞きすることがあります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ＮＨＫ沖縄放送局と名護市では、名護市市制５０周年を記念して「民謡魂 
ふるさとの唄」の公開収録を実施します。素晴らしい名曲の数々を豪華
な出演者がたっぷりとお届けします。観覧をご希望の方は、次の要領で
お申し込みください。
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、公演の中止や
以下の内容を変更させていただく場合があります。

11月29日 日
2020年

開場
午後5時30分

開演
午後6時30分

終演予定 午後8時

名護市市制５０周年記念
公開収録 観覧者 大募集！

出 演

入場
無料
入場
無料 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
2

3
4

5

6

7

両手をひろげて顔の横にもってきます。
人差し指をおろしながら、舌は真正面に突きだしキープ。
この時に人差し指の付け根を親指でギューッと押さえます。
おろした指をもどしながら口を開けてポカーン顔。
中指をおろしながら、舌は真正面に突きだしキープ。
中指の付け根を親指でギューッと押さえます。
おろした指をもどしてポカーン顔。
薬指をおろしながら、舌は真正面に突きだしキープ。
薬指の付け根を親指でギューッと押さえます。
おろした指をもどしてポカーン顔。
小指をおろしながら、舌は真正面に突きだしキープ。
小指の付け根を親指でギューッと押さえます。
おろした指をもどしてポカーン顔。
続けて、薬指、中指、人差し指と順番に１往復行います。

1
2
3
4

5

6

7

両手を合わせて合掌
合掌したまま唇を「ウ」と、突き出し人差し指だけ離す。
離した指をもどして、唇はリラックスして脱力。
合掌したまま唇を「ウ」と、突き出し中指だけ離す。
指をもどして、唇はリラックス。
合掌したまま唇を「ウ」と、突き出し薬指だけ離す。
指をもどして、唇はリラックス。
合掌したまま唇を「ウ」と、突き出し小指だけ離す。
指をもどして、唇はリラックス。
続けて、薬指、中指、人差し指と順番に１往復行います。

舌出しやぐらの体操
・二重あごの解消　・あご周りスッキリ　・活舌がよくなる

タコチューリップ体操

・舌先が下がらないようにキープ
まっすぐ舌先が三角形のように
キュッとさせることがポイント

ココを
意識！

・唇のシワを薄くする　・唇のツヤを改善

期待できる
効果

期待できる

効果

◆ [具材/２人分]
・シクヮーサー(飾り用輪切り) 1/2個
・グルクン(三枚おろし) ２尾分
・玉ねぎ 1/2個
・人参 ４cmほど
・赤・黄パプリカ 1/4個
・ピーマン 1/2個

◆[調味料]
・シークヮーサー果汁 大さじ５
・酢 大さじ２
・みりん 大さじ１
・砂糖 大さじ１と1/2
・薄口醤油 大さじ１

・水 150cc
・鷹の爪 1/2本

※グルクンは三枚に
おろして、小さく切って
塩をふり、片栗粉を
まぶしておきます。

お子さんがいる
家庭は省いても
OK

作り方

1まず最初にフライパンでグルクンを揚げ焼き
にしていきます。
油も１cm位でＯＫ、
カリッとなるまで両面
を揚げていきます。

2ボウルに調味料と水、鷹の爪を合わせて、カットした野菜(玉ねぎ・人参・パプリカ・
ポーマン)を入れさくっと混ぜておきます。

3グルクンが両面カリッと焼きあ
がったら、温かい
うちに2と混ぜ、
２～３時間つけ
おくと完成です。

グルクンを揚げている間に
調味料を合わせていきます

グルクンのシークヮーサー南蛮漬け
監修：野菜ソムリエプロ 大城 しま子さん

丹部 あゆみ
キャスター

常備菜としても
活躍

舌は三角形をイメージ

舌は三角形をイメージ

舌は三角形をイメージ

舌は三角形を
イメージ

11 22

33 44

55 66

11 22 33

55 66
この時、
唇全体に
力を入れて
キープ

この時、唇全体に
力を入れてキープ

この時、唇全体に
力を入れてキープ

この時、唇全体に
力を入れてキープ

・唇をギューッと突き出す時に眉間や、おでこ
にシワをよせない。
顔をゆがめないで、唇全体にだけ力を入れて
前にすぼめる事が大事！

ココを意識！

ポイント
揚げたグルクンが温かいうちに混ぜると
さめていくうちに味がしみこんでいく
ので美味しく出来上がりますよ！

シークヮーサ
ーは

　生活習慣
予防に◎

大城 美佐子 古謝 美佐子 大工 哲弘 夏川 りみ よなは 徹 ネーネーズ

人差し指人差し指

中指中指

リラックスリラックス人差し指人差し指

小指小指

小指小指

ポカーン
顔

ポカーン
顔

薬指薬指

44
中指中指 薬指薬指

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
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4,140円 24,840円

2,310円22,530円
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