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※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の1 関連番組沖縄

17日
（月）

18日
（火）

 14日(金） 19:30～ ORANGE RANGE LIVE SPECIAL ～Melody～

 1日(土） 14:05～ 沖縄の歌と踊り　正月特集「こけら落としの儀」-那覇文化芸術劇場なはーと開館記念式典より-

 3日(月） 22:00～ ＢＳ１スペシャル「美ら森を継ぐ 世界自然遺産“やんばる”の光と影」

 7日(金） 20:15～ 街角ピアノ「沖縄」

 9日(日） 20:00～ ＢＳ１スペシャル「ファーブルのバトン 北海道＆沖縄へ気まま旅」
 10日(月） 20:00～ ワイルドライフ「沖縄   石西礁湖 百花繚乱！知られざるハゼの世界」

 14日(金） 20:15～ ドキュメント沖縄「沖縄角力   男たちの土俵」

 1日(土） 13:05～ 首里ー１グランプリ 決定版

 7日(金） 19:30～ ORANGE RANGE  未来へつなぐ“Melody”

 20日(木） 20:15～ 沖縄の歌と踊り　組踊「探義伝敵討」

 28日(金） 17:05～ 沖縄熱中倶楽部
 28日(金） 21:00～ BS1スペシャル　迷子の沖縄 ～沖縄経済の光と影～

 21日(金） 19:30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「シリーズ本土復帰50年 第4回 沖縄ソウルフード・ジャーニー」

 15日(土） 19:00～ Bリーグ2021-22オールスター ～沖縄アリーナから中継～
 17日(月） 19:30～ BS1スペシャル  “激変”「復帰沖縄・一夜で車線が左右逆！」

 20日(木） 19:30～ プロジェクトX 挑戦者たち「海のかなたの甲子園 熱血教師たち・沖縄 涙の初勝利」

 22日(土） 14:00～ Bリーグ2021-22「島根スサノオマジック」対「琉球ゴールデンキングス」

 2日(日） 19:00～ 街角ピアノ「那覇空港」

 17日(月） 20:15～ ドキュメント沖縄「OKINAWA 1948ｰ1949」
 18日(火） 19:30～ NHK特集「ドル・円切り替えXデー　ー沖縄復帰秘話ー」
 18日(火） 20:19～ インタビューここから「宮沢和史」

 8日(土） 13:00～ Bリーグ2021-22「琉球ゴールデンキングス」対「千葉ジェッツ」

19日(水） 20:05～ 小さな旅「こころ“ウチナーンチュ”　～横浜市鶴見区～」
19日(水） 19:30～ 目撃！にっぽん「おばあたちの農連市場  ～消えゆく“沖縄”を見つめて～」

アーカイブス選

正月特集

国の重要無形文化財に指定されている「組踊」は1719
年に玉城朝薫によって創作されてから数々の作品が生
まれている。組踊「探義伝敵討」は劇中に賑やかなエイ
サーが取り入れられバラエティに富んだ作品の一つで
あるが近年まで伝承が途絶えていた。アーカイブスに
残る映像から、1999年に伝統組踊保存会により復活
上演された組踊「探義伝敵討」を紹介する。

沖縄の政治、経済、文化の中心地である那覇市の市制100周年と那覇
文化芸術劇場なはーと開館を記念する式典が2021年10月に開催され、
琉球舞踊・音楽が披露された。歌三線の人間国宝が勢揃いした舞踊「か
ぎやで風」をはじめ、「琉球舞踊」保持者による指導のもと、第一線で
活躍する舞踊家から若手が舞台を華やかに飾った。番組では、式典で
披露された琉球舞踊の数々を紹介する。

午後6：00
沖縄県域

今日から
はじめる、
新しい世界

7日
（金）
7日
（金） 沖縄県域 午前6：50Eテレ

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

昔々、石垣島の川平村に心の美しい娘がいました。
花や生き物に愛でられた優しい娘でした。娘はアカ
ショウビンから近いうちに天の神様が石垣島に降り
てくると教わります。ある夜、星々が毬つきをしてい
るような不思議な光景を目にした娘は…。
星々と実りに感謝するお祭りが行われる群星御嶽。
その群星御嶽が誕生したお話です。

昔々、国頭村の山に大きな椎の木がありました。
椎の木の精霊は美しい女性の姿となって、木こり
の青年の前に現れます。結婚した二人は子供も
設け、幸せに暮らしますが…。国頭村では、森の木
を運ぶ時「国頭サバクイ」という歌をうたいます。
その国頭サバクイのはじまりの物語です。

うちなー昔話 「国頭サバクイのはじまり」

うちなー昔話 「ムリブシオンの話～石垣島の話」

２０２２年は、エンターテインメントにとって
も蘇生の年であり、新しいスタートの年。こ
とし最初のゲストは、ブロードウエイをはじ
め、世界を舞台に活躍する高良結香さんで
す。常に挑戦し、新しい世界を切り開いてき
た高良さんのこれまでを振り返るとともに、
エンターテインメントの未来にフォーカス
し、お話を伺います。

28日[金]

14日[金]

20日
（木）
20日
（木）

「こけら落としの儀」
-那覇文化芸術劇場なはーと開館記念式典より-

午後2：05  沖縄県域 組踊「探義伝敵討」
午後8：15  沖縄県域1日

（土）
1日
（土）

ORANGE RANGE
未来へつなぐ“Melody”

2001年に結成した５人組ロックバンド、ORANGE RANGE。
10代後半からエネルギッシュに活動し、2000年代のバンドブーム
を牽引した。メンバーは全員沖縄市出身。結成から現在に至るまで、
沖縄を拠点に活動をしてきた。今回、ＮＨＫ沖縄放送局「本土復帰
50年」テーマソングを制作。「復帰後生まれ」の彼らが、復帰から
50年が経った沖縄を等身大の視点で見つめ、楽曲を生み出す過程
に密着。果たして、どのような曲が生まれるのか。

NHK沖縄放送局「本土復帰５０年」テーマソング

詳しくはホームページから

7日
（金）

14日
（金）

ORANGE RANGE 
LIVE SPECIAL ～Melody～
５人組ロックバンド・ORANGE RANGEが、NHK沖縄放送局「本土
復帰５０年」テーマソングを制作。「復帰後生まれ」の彼らが、復帰か
ら５０年が経った沖縄を等身大の視点で見つめ、新たな楽曲
「Melody」が誕生した。そして２０２１年１２月、地元・沖縄市でスペ
シャルライブを開催。「以心電信」「上海ハニー」「ロコローション」な
ど往年の名曲と共に、新曲「Melody」を初披露したライブの模様
を届ける。

夜連続放送 ～本土復帰50年 うちなー名作選～55
午後7：30  沖縄県域

車が右側通行だった沖縄で交通ルールが一晩で真逆に！
切り替え作業に使えるのはわずか８時間。警察から小学生まで全県一
丸となった驚きの対策と運命の一日を発掘映像で描く。

“激変”
「復帰沖縄・一夜で車線が左右逆！」

21日
（金）

午後7：30  沖縄県域
Ａランチ、タコライス、沖縄そば…沖縄の食文化ならではのメニューは、さまざ
まな国や地域の人びとが行き交った米統治下から復帰にかけての時代に進化
したものが少なくない。当時も今も営業を続ける飲食店の内装やメニューから
浮き彫りになるのは「沖縄の生活史」だ。一方で、高齢化やコロナ禍で「沖縄の
食」を取り巻く状況は大きく変化している。復帰から50年、愛すべき食文化を
記録に残していく「ソウルフード・ジャーニー」。

シリーズ本土復帰50年　第４回
「沖縄ソウルフード・ジャーニー」

午後7：30  沖縄県域 午後7：30  沖縄県域午後7：30  沖縄県域

「ドル・円切り替えXデー
　　  ー沖縄復帰秘話ー」

20日
（木）

「海のかなたの甲子園
　  熱血教師たち・沖縄
　　　　　  涙の初勝利」

19日
（水）

「おばあたちの農連市場
  ～消えゆく“沖縄”を
　　　　　　見つめて～」

午後7：30  沖縄県域

午後7：30  沖縄県域

沖縄が激変したこの50年を様々な角度から振り返る番組を放送します。

１
月
の
お
す
す
め
番
組

!



出場・観覧者大募集！出場・観覧者大募集！

in 那覇市in 那覇市

入場
無料
入場
無料

3月20日 日
2022年

開場 午前11時15分

会 場 那覇文化芸術劇場なはーと
（沖縄県那覇市久茂地 3丁目 26-27）

出 演 予選を通過した
１８組程度のみなさん

開演 午前11時 50 分 終演予定 午後1時15分

※予選会は非公開で実施

予 選 会 3月19日（土） 開始 ： 正午
結果発表 午後 5時30分頃予定

DA PUMP夏川 りみ

ゲストゲスト

出場申込 出場申し込みは、「ＷＥＢ」または「郵便往復はがき（私製を除く）」で受け付けます。

【出場】ＮＨＫ沖縄放送局　電話098-865-2222 （12月29日～1月3日を除く平日 午前9時30分～午後6時）
【観覧】那覇市 企画財務部 企画調整課　電話098-862-9937 （12月29日～1月3日を除く平日 午前9時～午後5時）

お問い合わせ

2022年2月2日（水）
午後１１時５９分

締め切り

2022年2月2日（水）締め切り 必着

※「ＷＥＢ」と「郵便往復はがき」の、どちらで申し込みをされても選考に影響はありません。※応募は１人（組）１件に限ります。「ＷＥＢ」と「郵便往復はがき」の、両方で申し込みを
されても１件として扱います。※応募多数の場合は１８０組程度を上限に選出のうえ、ご案内を３月３日（木）頃に発送します。※中学生以上の方で、原則としてアマチュアの方が
対象です。（中学生は予選会・本選どちらも保護者の同伴が必要です。保護者の名前と電話番号も記入してください。）※グループでお申し込みの場合は出場者全員の名前
(ふりがな)、年齢、性別、職業を明記のうえ、代表者がお申し込みください。※グループでご参加の方は、ステージでの歌唱の際、一定の距離をとっていただくことにしていま
す。そのため、人数は４人を上限とさせていただきます。※応募後の曲目、出場者の変更はできません。※入力・記入に不備があった場合は無効になりますのでご注意くださ
い。※ご応募の際にいただいた情報は、選出結果のご連絡に使用させていただきます。
また、郵便往復はがきでお申し込みの方は、以下にもご注意ください。※「返信用裏面」には選出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。

※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３月３日（木）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。※１歳以上のお子様から人数に含みます。※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。

「郵便往復はがき(私製を除く)」に必要事項を記入してお申し込みください。
「往信用うら面」(１)郵便番号　(２)住所　(３)名前（ふりがな）　
　　　　　　  (４)年齢　(５)性別　(６)電話番号　
　　　　　　  (７)職業 ※具体的に。中学生・高校生・大学生は学年、部活動なども記入。
　　　　　　  (８)歌う曲名とその歌手名　(９)選曲理由
「返信用おもて面」(１)郵便番号　(２)住所　(３)名前

ＮＨＫ沖縄放送局 ホームページ内
「申し込みフォーム」より
お申し込みください。
＜ＰＣ・スマホサイト＞
http://nhk.jp/okinawa

◆ＷＥＢの場合◆

観覧申込「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。

「往信用うら面」　 (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）
「返信用おもて面」(１)郵便番号　(２)住所　(３)名前

◆郵便往復はがきの場合◆

＜あて先＞〒９００‐８５３５（住所不要）ＮＨＫ沖縄放送局「ＮＨＫのど自慢」出場 係

2022年2月15日（火）締め切り 必着＜あて先＞〒９００‐８５８５ 沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 ６階
　　　　  那覇市企画財務部企画調整課 「ＮＨＫのど自慢」観覧 係

公演日 ２月５日 (土)公演日 ２月５日 (土)

ＮＨＫ沖縄放送局ホームページからお申し込みください。  

<ご入力いただく事項>
（１）名前（２）メールアドレス（３）電話番号（４）郵便番号・住所（５）年齢　
（６）観覧希望人数（最大４人まで・公演当日１歳以上のお子様から人数に含む）
（７）希望公演回（１回目・２回目）   （８）膝上で観覧を希望する１歳未満のお子様の人数

入場無料ですが、事前に申し込みが必要です。

木1月
日20

那覇市市制100周年・那覇文化芸術劇場なはーと開館記念那覇市市制100周年・那覇文化芸術劇場なはーと開館記念

※なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、公演の中止や上記の内容を変更させていただく場合があります。
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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。

りゅうちぇる出演のPR動画はこちら!! 
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放送から1週間
パソコンやスマホで
いつでもどこでも、何度でも

総合・Eテレの番組を

ご覧いただけるサービスです。

ご利用にはデータ通信量が発生します
テレビ等の受信機をお持ちで
放送受信契約を締結いただいた方には
利用登録いただけます

利用登録はこちらから

便利なコンテンツのご紹介

放送受信契約のご案内

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://www.nhk-cs.jp/jushinryo/

スマホ・タブレットは
こちらから▶

受信料の窓口

お問い合わせ

受付時間／午前9:00～午後6：00（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6：00（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

受信料額表
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

4,040円

4,140円

2,150円

2,250円

11,580円

11,865円

6,165円

6,450円

22,530円

23,090円

11,995円

12,555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。
※2020年10月に受信料を値下げしました。

（沖縄県）
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