本土復帰50年へ、沖縄とともに。公共放送NHK
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4月11日（月）スタート

（月〜土）午前8時

［再］午後0時45分

※土曜日は1週間を振り返ります

（土）午前9時45分
（月〜金）午前7時30分 ［再］
※土曜日は月〜金曜日分を一挙放送します
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フォローしてね！

NHK沖縄放送局
公式 Twitter
＠okinawa̲nhk

11日から!

スペシャル
「ちむどんどん」
特集ページはこちら

3日日

（日）
（日）

1日日

!
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（金）
（金）

午後7：30
沖縄県域

午後6：05 全国放送

名作歌劇「薬師堂」〜沖縄芝居研究会創立十周年記念公演より〜

明治以降に誕生し、沖縄県民の娯楽として磨き上げられ現在も人気を集める
「沖縄芝居」
。沖縄県内の気鋭の役
者たちが研さんを重ねている
「沖縄芝居研究会」
が２月に創立１０周年を記念する公演を開催、名作歌劇を中心
に８演目を上演し成果を披露する。この中から、沖縄伝統芸能界の将来を担うと目される金城真次や研究会代
表の伊良波さゆき、
７０年以上の芸歴を誇る客演の平良進などが熱演する恋愛物語
「薬師堂」
を、出演者の思い
とともに紹介する。

もうすぐ ちむどんどん

沖縄県の本土復帰50年にあたる2022年、4月から放送予定の連続
テレビ小説「ちむどんどん」の魅力を伝える。「ちむどんどん」は
沖縄出身のヒロインが料理人を目指す姿を、兄妹など家族の人生模
様もたっぷりに描く。ドラマ制作の舞台裏が楽しめる沖縄での撮影
風景や、出演者のインタビューなどを盛り込んで構成する。
出演 黒島結菜、仲間由紀恵、大森南朋、竜星涼、川口春奈、
上白石萌歌 ほか。

4月4日から
放送時間が変わります !

7日日

（木）
（木）

沖縄県域 木曜 午前8:50 ほか

午後6：00
沖縄県域

8日日

（金）
（金）

7日[木]

うちなー昔話「カマキリのニービンチュ」

21日[木]

うちなー童謡「朧月夜」

沖縄で一年で一番気持ちのいいうりずんの季節。
ヤンバルの森で自慢のカマを春の風に当ててい
たカマキリおじいさんは、隣の枝でクモとナナフ
シが恥ずかし気に語らっているのに気づきます。
二人が愛し合っていると知ったカマキリおじいさ
んは、結婚の仲人をかって出ました。クモとナナ
フシは結婚して幸せに暮らしていましたが…。

ウチナー・
ポップスは
こうして誕生した
午後7：30 沖縄県域

4月9日
（土）
（再）

午前7：35 沖縄県域

ちむどんどん が待ちきれない 放送開始前SP（仮）

4月11日からいよいよ始まる連続テレビ小説「ちむどんどん」。沖縄・やんばるで生まれ育ち、本土復帰の1972年に東京で
働き始めるヒロインと暢子と、その家族の物語が描かれる。「きんくる」では、ヒロインを演じる黒島結菜さんをはじめと
した豪華キャスト陣へのインタビュー、沖縄ロケの様子、さらにはやんばるの魅力までを一挙紹介。うちなーんちゅが
ちむどんどん するドラマの見どころを余すところなく伝える。

8日日

（金）
（金）

午後7：55 沖縄県域

9日日
4月9日（土）
午前10：30 沖縄県域

やんばる・西表島 世界自然遺産へ(再)
連続テレビ小説
「ちむどんどん」の舞台・沖縄本島北部（やんば
る地域）は、西表島とともに昨年世界自然遺産に登録された。
この２つの地域に広がる森は生き物の宝庫。多くの絶滅危惧種
や固有種が暮らす森の秘密に迫る。
さらに、森の生き物たちを守ってきた人
たちに密着。ヤンバルクイナやイリオモ
テヤマネコを守る取り組みとは？
ナレーションは
「ちむどんどん」で主人公
の母・優子役を演じる仲間由紀恵さん。

（土）
（土）

今月のゲストは喜納昌吉さん。高校野球の応援
歌としても知られる
「ハイサイおじさん」
や、世界
各国でカバーされ大ヒットを記録した
「花〜すべ
ての人の心に花を〜」
で、世界中にウチナー・ポッ
プスを広めました。1967年のチャンプルーズ結
成から55年、音楽活動の足跡を振り返るととも
に、本土復帰50年の節目を迎えた沖縄への思い
を伺います。音楽家、喜納昌吉の魅力にフォーカ
スする50分の音楽旅行、
お聴き逃しなく！

15日日

琉球料理探訪

琉球王国の時代から人々を魅了してきた琉球料理。食
材を吟味し、手間暇かけて作られる料理には、繊細な
技術や暮らしの知恵、人々の思いが詰まっている。暮
らしの変化から失われつつある料理の数々を伝承人が
調理。琉球料理の真髄を臨場感あふれる映像と音でお
届けする。

今回は、みなさんが一度は聞いたことがある童謡
や唱歌です。これを沖縄各地の言葉で歌うと、ど
んな風に聞こえるでしょうか。歌は
「朧月夜(おぼろ
づきよ)」。菜の花畑に入り日薄れ〜。春の風景を
詩情豊かに描いたこの歌を、那覇市出身の歌手、
比屋定篤子さんが、本島南部の言葉で歌います。

本土復帰 50 年を迎える沖縄へ、NHK 沖縄がお届けする珠玉のシリーズ
沖縄を見つめてきた数々の番組から厳選してお届けします。
最新の

午前11：15 沖縄県域

伝承人がつなぐ味と心(再)

ＨＰでも
を
過去の放送
公開中♪

（金）
（金）

午後7：30

ファミリーヒストリー
「ジョン・カビラ」

毎週金曜
夜7〜8時台 沖縄県域

22日日
（金）
（金）

コチラ
放送予定は

午後7：30

沖縄 空白の１年

〜 基地の島 はこうして生まれた〜

4 月の 沖縄関連番組
1日(金)
4日(月)
7日(木)
7日(木)
8日(金)
8日(金)
15日(金)
18日(月)
21日(木)
22日(金)
22日(金)
30日(土)

19:30〜
1:25〜
18:00〜
19:30〜
19:30〜
19:55〜
19:30〜
20:00〜
19:30〜
19:30〜
17:05〜
13:50〜

ＮＨＫＷＯＲＬＤ

沖縄の歌と踊り
「名作歌劇「薬師堂」
〜沖縄芝居研究会創立十周年記念公演より〜」
ORANGE RANGE 未来へつなぐ"Melody"
沖縄ミュージックジャーニー「ウチナー・ポップスはこうして誕生した」
ザ・ライフ 「街角ドキュメンタリー 沖縄・老舗ハンバーガーショップの駐車場で」
きんくる〜沖縄金曜クルーズ〜
「 ちむどんどん が待ちきれない 放送開始前SP（仮）」
本土復帰50年うちなー名作選 誇らしゃや島ぬ大自然２０２１
「やんばる・西表島 世界自然遺産へ」
本土復帰50年うちなー名作選 ファミリーヒストリー「ジョン・カビラ」
ワイルドライフ 「西表島 マングローブに巡る 命の環」
ウオカツ
「躍るカツオ〜沖縄・伊良部島〜」
本土復帰50年うちなー名作選 NHKスペシャル 沖縄 空白の１年 〜 基地の島 はこうして生まれた〜
沖縄熱中倶楽部
土曜スタジオパーク
『ちむどんどん』特集

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月のおすすめ番組

いよ
いよ

インフォメーション

ゆんたく

NHK 沖 縄 の 新 年度始まります！
NEW

アナウンサー
池間 昌人

リポーター
内原 早紀子

キングス、FC 琉球、コラソン、

はいさい！
「おきなわHOTeye」
を

コロナ禍で故郷・八重山の取材

高校野球…。去年はスポーツに

担当し始めて早３年。時のはやさ

キャスター
宮城 杏里

関わる多くの方と出会い、競技
への熱い思いを伺うことができ
ました。今年度も沖縄スポーツ
旬の話題をお伝えします！

を迎えた今年度は、
「八重山の人」

が盛りだくさんのことしもゆたさ

沖縄生活もついに10 年目を迎

目線を活かし思い切り取材して

るぐとぅうにげーさびら。

え ま し た♪初 心 を 忘 れ ず に、

復帰50年、
県知事選…ニュース

はいたい！宮城です。
HOTeyeを
担当して２年目になります。皆さ
んにニュースを身近に感じてい
ただけるよう、
丁寧に伝えていき
たいです。今年は、
県内あちこち
にお伺いしますので、
いろんなお
話を聞かせてください！

空が大好きで、気象予報士に

日々が続いていた昨年度。6年目

います。沖縄での子育て経験
を活かして、生活に密着した
気象情報をお届けします！

今年度も積極的にさまざまな

平日

た魅力をしっかりとお伝えで
きるよう頑張ります！

kawaraban

なりました。6 才と1才の娘が

いきます！待っててくださーい♪

地域を訪れて、その場で感じ

yuntaku

沖縄生活 7 年目！沖縄の広〜い

が な か な かできず もどかしい

リポーター
田中 美音

よ〜としみじみしています。本土

気象予報士
佐藤 沙代子

瓦版

リポーター
大野 紘乃

午後 6：10

スポーツも音楽も芸能も。
「沖縄の今」をお伝えするニュース番組です。

田中 美音 キャスター

内原 早紀子 キャスター

2022年 4 月
津波 信一

平日
午前 7：45

荒木 さくら
アナウンサー

県内のニュースやお天気、九州
各地からのリポートも。お出か
け前、朝のニュースは NHK！

キャスター
仲本 奈鶴季

キャスター
佐久本 真彩

きんくる乗組員２年目の荒木さ
くらです。今年度も、信ちゃん
とMEIRIさん、そしてみなさん
と一緒に、沖縄について考えて
いきたいと思いますので、よろ
しくお願いします！

MEIRI

はじめまして！のあいさつから
あっという間の１年。どの出会
いもドキドキワクワクでいい刺

平日

沖縄のグルメ、旬の人物に迫るインタビュー、
アート、週末イベントに関する話題などを

激になりました。今年度も楽し

紹介する地域密着情報番組です。

く元気に伝えます！ちゅらテレ
ビぜひご覧ください♪

午前 11：40

♪そして夕方のＨOTeyeでの中
沖縄の皆さんの毎日にお得な情

細田 史雄
アナウンサー

大野 克郎
アナウンサー

沢田石 和樹
アナウンサー

寺内 皓大
アナウンサー

大谷 奈央
アナウンサー

一生懸命放送に向き合います！

午後 5：05
月1 金曜日
合言葉は「しまラジオ」
沖縄の最新トレンド

午後 7：30

継やリポートもあわせて、
今年も
報を届けられるよう、
日々丁寧に、

沖縄の魅力、お役立ち情報などお楽しみに！

縄あるある

月1 金曜日

「お昼のちょっと前」
のちゅらテレビ

もっと 沖縄を知りたい
そんな声に応える番組です。
目からウロコの 25 分、ご期待ください！

ディープな沖縄情報

志ぃさー
( 藤木勇人 ) さん

月替わりの沖縄局アナウンサーとお届け

沖

など、県内はもちろん全国・全世界

ホームページや FAX098-865-3707 でお待ちしています。
スマートフォンアプリ「らじるらじる」でもお聞きください。

へ向けて生放送でお届けします。リスナーのみな
さんからのメッセージも大募集！

放送日が第一木曜日に !

月1 木曜日
午後 6：00

うちなーぐちの豊かなリズムと
うちなーぐちの豊かなリズムと
優しい雰囲気を♪
優しい雰囲気を♪

毎週金曜

昔話のアニメや童謡を、うちなーぐちでお届け。

月1 金曜日
午後 7：30

NHK ワールドプレミアムでも放送されています！

4 月4 日 から 放送時間 が 変わります！

琉球舞踊や組踊、民謡、芝居など沖縄の伝統芸能
を幅広く紹介する、復帰前から続く長寿番組です。

第75回
日 時
開 場
開 演

① 土曜 午後0：40〜0：45
② 日曜 午前10：55〜11：00

沖縄の歌と踊りのつどい

本土復帰 50 年を迎える沖縄へ、NHK
MC：幸田悟

アシス
タント：真栄城美鈴

©Monika Rittershaus

©Marco Borggreve

国立劇場おきなわ大劇場

（浦添市勢理客４−１４−１）

※お申し込みは往復はがきで。締め切り5/6
（金）
必着。

沖縄本土復帰 50 年
NHK 交響楽団演奏会 沖縄公演
日 時 2022 年 5 月 29 日 ( 日 )

会 場 沖縄コンベンションセンター

劇場棟

沖縄を見つめてきた数々の番組から厳
選してお届けします。

関連イベント
N響ミニコンサート
「ゆいゆいクラシック」開催！

午後４時４５分
午後５時３０分

沖縄がお届けする珠玉のシリーズ。

５０分間の至福の音楽を巡る旅！ゲストを
交えて、素敵な音楽をたっぷりとご紹介。

２０２２年５月２２日（日）

終演予定 午後７時４５分
会 場

① 木曜 午前8：50〜8：55
② 月曜 午後3：55〜4：00
③ 水曜 午後4：25〜4：30

夜7〜8時台

ファビオ・ルイージ

小菅

優

◆ 4 月 23日 ( 土 )
道の駅おおぎみ
やんばるの森ビジターセンター
◆ 4 月 24日 ( 日 )
那覇文化芸術劇場なはーと
詳細はホームページでご確認下さい

