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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6 関連番組沖縄
【司会】幸田 悟 真栄城 美鈴

明治期に誕生して以降、今日まで県民の娯楽として親しまれている沖縄芝居

今回は本土復帰から３年後の１９７５年に放送された「武士松茂良」の名場面を紹介する。実在した
空手の名手・松茂良興作をモチーフに、松茂良と平安山次良の武勇伝として描かれた人気の沖縄芝居
「武士松茂良」。戦前の沖縄芝居黄金期に劇団「珊瑚座」へ入団し、戦後の沖縄芝居の一時代を築いた
名優・眞喜志康忠と親泊元清を中心に豪華キャストが演じる貴重な映像をご覧いただく。

24日
（金）
24日
（金）

沖縄芝居「武士松茂良」～１９７５年～

午後7：30
沖縄県域

2日
（木）
2日
（木）

午後6：00  沖縄県域

今月のゲストは、伊是名島出身のシンガーソングライター・伊禮俊一さん。
音楽活動は故郷・伊是名島を振り返り、自己のアイデンティティを確認する作業でもあります。
今月は、彼が歌うオリジナルソングや民謡、そして伊是名島の魅力についてたっぷりとお話を伺います。
さらに、スタジオライブも！

伊是名島の熱い風、
南国ビートに乗せて

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪ 沖縄県域 木曜 午前8:50 ほか

舞台は沖縄の玄関口、那覇空港。「コロナ禍を音楽で乗り切ろ
う」と２０２１年４月、設置された。訪れた人々は、どんな思いで
ピアノを弾くのか。ノーナレーションで見つめる那覇空港のター
ミナル３階ホールに置かれた、カラフルなピアノ。人気バンドの
ボーカル・アルベルト城間さんが、首里城復興の願いを込めて
イラストを描いた。ピアノ近くには三線も置かれている。沖縄
の海を見に来たフランス人。クイーンが大好きという双子の父
親。母親に旅行をプレゼントした一人息子。２年ぶりに娘家族に
会いに来た男性。コンクールに向かう大学生。空港勤務１年目
の女性。さまざまな人々が心のメロディーを奏でる。
初回放送日：2022年1月2日

17日
（金）
17日
（金）

那覇空港

午後7：55

沖縄県域

午前11時台～  

２０万人以上が犠牲になった沖縄戦。
住民たちは戦闘員以外にも、炊事や看護要員などとして男女の
区別なく軍に動員された。家族はどのように軍に組み込まれ、
なぜ命を落としたのか。これまで遺族すら知ることができずにい
た詳細が、未公開資料から明らかになる。ある母親と少年少女
が見た戦場の実態を漫画家・比嘉慂のイラストで再現。
戦場に消えていった住民たちの知られざる従軍記録。
語り：国仲涼子　朗読：ゴリ
初回放送日：2021年8月23日

24日
（金）
24日
（金）

戦場に消えた住民
  ～沖縄戦 知られざる従軍記録～

午後7：55

詳しくは
うちなー名作選ホームページにて

令和４年 沖縄全戦没者追悼式
～糸満市・平和祈念公園から中継～

６.２３（木）
※放送予定は決まり次第ホームページでお知らせします。

みなさんは「ウフッチュ」という沖縄の
言葉を知っていますか。直接には、大
人のことですが、実は、もっともっと意
味が深くて、とても心優しくて、強い人
のことを言うそうです。今回は、このウ
フッチュが活躍するお話です。

昔々、首里にマツガニというとても真
面目な青年がいました。マツガニは何
度も同じ夢を見てうなされる日々が続
いていました。「マツガニよ。私は人の
寿命を決める神だ。気の毒な事だが、
お前は6月25日に雷に打たれて死んで
しまう」真面目なマツガニは、自分と一
緒にいては家族も巻き添えにしてしま
と、誰もいないところに行って一人で
雷に打たれようと考えます。

石垣島に人間がまだ住んでいない大
昔、海はたくさんの魚たちでごった返
していました。魚たちがウヨウヨ泳ぎ回
り、ぶつかっては喧嘩ばかりしています。
困った魚たちは、神さまに相談に行くこ
とにしました。ところが、なぜかヒラメと
カレイだけは神さまのもとに行くのを
嫌がるのです。

うちなー昔話 「力持ち夫婦」
うちなー昔話 
「雷の神さまとマツガニ」 うちなー昔話 

「ヒラメとカレイの話」

2日[木] 16日[木] 30日[木]

2日(木） 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「伊是名島の熱い風、南国ビートに乗せて」

 19日(日） 21:00～ クラシック音楽館　N響沖縄公演
 17日(金） 19:55～ 本土復帰５０年 うちなー名作選　街角ピアノ「那覇空港」
5日(日） 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「伊是名島の熱い風、南国ビートに乗せて」(再)
3日(金） 19:30～ 本土復帰５０年 うちなー名作選　ETV特集　高校生たちの本土復帰５０年

 24日(金） 19:30～ 沖縄の歌と踊り　沖縄芝居「武士松茂良」～１９７５年～
 24日(金） 17:05～ 沖縄熱中倶楽部
 23日(木） 11:00台～ 沖縄全戦没者追悼式

 24日(金） 19:55～ 本土復帰50年 うちなー名作選　BS1スペシャル「戦場に消えた住民～沖縄戦 知られざる従軍記録～」

ゲスト：伊禮俊
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石垣市市制75周年石垣市市制75周年

出場・観覧者大募集！出場・観覧者大募集！
石垣市市制75周年石垣市市制75周年

in 石垣市in 石垣市

入場
無料
入場
無料

8月21日 日
2022年

開場 午前11時15分

会 場 石垣市民会館
（沖縄県石垣市浜崎町１-１-２）

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 8月20日（土） 開始 ： 正午
結果発表 午後 5時30分頃予定

夏川 りみ

ゲスト

BEGIN

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 （平日 午前９時30分～午後６時）
【観覧】石垣市民会館　　　電話0980-82-1515 （平日 午前９時～午後５時）

お問い合わせ

８月２１日(日)　午後０時１５分～１時（生放送）＜総合・ラジオ第１・国際＞
※ＮＨＫプラスでインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）があります。

放 送 予 定

2022年7月14日（木）必着締め切り

※「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８月４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。

沖縄が本土に復帰して50年。かつて琉球王国だった沖縄は、「琉球処
分」で日本に併合されたのち、沖縄戦の時代（戦世）、アメリカによる占
領・統治下の時代（アメリカ世）、そして本土復帰を経た日本の時代（大和
世）と“世替わり”を経験してきました。このサイトでは「アメリカ世」から
「大和世」にかけてのできごとをタイムライン形式で伝えます。

※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８月４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。

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

＜あて先＞〒９０７－００１３　
　　　　　石垣市民会館「ＮＨＫのど自慢」観覧　係

※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。

【アクセス】
石垣港バス
ターミナル
下車
徒歩５分

2022年7月5日（火）必着締め切り

◆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

「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

2022年7月5日（火）
午後１１時５９分

締め切り

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。

◆ＷＥＢの場合◆

佐久本 真彩
キャスター

フランス料理店経営
新屋 健一さん

監修

サヤインゲンとサーモンのブレゼ
材料（2人分）
● サヤインゲン ２００ｇ
● サーモン ２００ｇ
● レタス １５０ｇ
● 玉ねぎ ５０ｇ
● ベーコン ５０ｇ

● 島らっきょう ２０ｇ
● 水 １００ｍｌ
● バター ２０ｇ
● 塩・コショウ 各少々
● 食用菊 適量

※サヤインゲンは筋を取り、材料はあらかじめカット。

とうもろこしご飯 材料(２人分)
● 水 ４５０ｍｌ
● 米 ２合
● とうもろこし １本

● 料理酒 大さじ１
● 塩 小さじ１

みそ汁 材料（２人分）
● 卵 ２個
● 干ししいたけ １枚
● 戻し汁 大さじ２
● みそ 大さじ２

★水だし 材料(２人分)
● 水 ５００ｍｌ
● ヘチマ　　 １２０ｇ ※輪切りにカット
● 煮干し １０ｇ

● プチトマト ６個
※プチトマトのお尻に×の切り込み！
うま味成分(グルタミン酸)が出やすく！)

★簡単！ 水だし　冷蔵庫に入れて一晩ねかすだけでＯＫ(６時間以上)

フライパンに火をつけ、バター、レタスを入
れたら、レタスがしなっとなるまで１分位
炒める。

1

サヤインゲン、玉ねぎ、ベーコン、細かく
カットした島らっきょうを1に広げるよう
に入れ、塩・コショウをふる。

2

サーモンに塩・コショウをふり、2に入れ、
水を加えたらフタをして１０分の蒸し煮に。(弱火で
１０分位)

3

お皿に移して食用菊をのせたら完成です。4

★ブレゼとは…フランスの調理法で蒸し煮！

★水だしをそのままお鍋にそそぐ。
(ヘチマ・プチトマト・煮干し含む)1
火にかける。(中火～強火で加熱)2
沸騰後あくをとったら、いったん火
を止め、しいたけ、戻し汁、みそを溶
き入れ火にかけ、卵を入れたら完成
です。(卵は好みで半熟でもOK)

3

お米はといで水気をきっておく。1
窯に米・水・料理酒・塩を入れ、かるくかき
混ぜる。2

炊飯器にセット。4

2にほぐしたとうもろこしの実と、芯を入れる。
★とうもろこしの芯は…グルタミン酸などの旨
味成分

3

だしソムリエ
山城 尚子さん

監修

とうもろこしご飯とヘチマとトマトのみそ汁

とうもろこし ご飯 みそ汁

佐久本 真彩
キャスター

詳しくは
こちらから
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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 4,140円×6回=（年間）24,840円

12か月前払い（年間）22,530円
年間最大
2,310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

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

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

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▶

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）

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。
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