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本土復帰50年、沖縄とともに。公共放送NHK
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詳しくは中面ページへ
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午後7：30  沖縄県域



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の12 関連番組沖縄

午後7：30  沖縄県域

 1日(木） 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「オキナワンポップスで振り返る 沖縄本土復帰５０年」
 2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 最終回　“これからの沖縄”を語ろう（仮）

 4日(日） 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「オキナワンポップスで振り返る 沖縄本土復帰５０年」（再）
 3日(土） 10:05～ Ｄｅａｒにっぽん「“クー太”の暮らす村～ヤンバルクイナと人の物語～」

 9日(金） 19:30～ 沖縄の歌と踊り　怪談劇「逆立ち幽霊」～沖縄芝居研究会創立十周年記念公演より～
 10日(土） 7:35～ 街角ピアノ  那覇空港（再）
 16日(金） 19:30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～　KOZA-１グランプリ
 23日(金） 17:05～ 沖縄熱中倶楽部
 30日(金） 19：30～ 日本最強の城スペシャル第12弾(仮)
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午後7：30  沖縄県域

沖縄県域 木曜 午前8:50 ほか

ＨＰでも
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午後7：30  沖縄県域

今回は、昔、宮古島にいたシギラとい
う美しい娘のお話です。
ある日、嵐で宮古島に打ち上げられた
中国船。シギラは、乗っていた中国の
王子を介抱するうち、恋に落ちます。
しかし、王子が帰る日が来て・・。

昔々、久茂地村に空手道場の天井裏
に、シラミとノミが住んでいました。
ノミとシラミは、毎日稽古を見ている
うちに空手の技を身につけるようにな
りました。
ノミは小柄で敏捷な手、シラミは大柄
で腕力を活かす手と、それぞれが毎日
天井裏で稽古に励んでしました。
ところが、あるおおみそかの晩…。

おなじみの童謡や唱歌を沖縄の各地
の言葉で歌ってみると、どんな風に聞
こえるのでしょう。
お聞かせする歌は「きらきら星」。これ
を石垣島出身の八重山民謡の唄者、金
城弘美さんが、ふるさとの言葉で歌い
ます。
歌詞は字幕付き。歌の合間には、金城
弘美さんによる言葉の解説も入ります。

うちなー昔話
 「鳥になったシギラ」（再）

うちなー昔話 
「ノミとシラミの空手」

うちなー童謡
「八重山・きらきら星」（再）

1日[木] 15日[木] 29日[木]

去年から伝えてきた「シリーズ本土復帰50年」の締めくくりは拡大スペシャル。
沖縄がいま抱える課題をどう乗り越え、明るい未来を築いていくか。キー
パーソンたちが議論する。

県民の娯楽として歴史をつないできた沖縄芝居。「沖縄芝居研究会」では若い世代の役者たちが研さんを重ねている。その創立
十周年記念公演から怪談劇「逆立ち幽霊」を紹介する。

怪談劇「逆立ち幽霊」～沖縄芝居研究会創立十周年記念公演より～

2022年は“コザ”が熱い！沖縄の歴史と魅力が独自の形で凝縮された
街・コザをテーマに、３組のお笑い芸人がネタを披露！“No.1コザ芸人”
が決まります！
出演芸人：ハイビスカスパーティー　ベンビー　わさび
審 査 員：津波信一　MEIRI　平一紘（映画『ミラクルシティコザ』監督）
司　　会：荒木さくら

KOZA-1グランプリ

“これからの沖縄”を語ろう（仮）
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2022年は沖縄本土復帰50年の節目の年。その締めくくりに、沖縄が歩んできた歴史を音楽とともに振り
返る特別編をお届けします。
時代を彩ってきた数々の名曲を、時代背景や音楽シーンの解説とあわせてご紹介。激動の50年を音楽で
駆け抜ける「ミュージックジャーニー」をお楽しみに！

オキナワンポップスで振り返る 沖縄本土復帰５０年
2日
（金）
2日
（金）

シリーズ本土復帰50年
最終回
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!



きのこのキッシュ乾燥する

季節に！

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。

詳しくは
こちらから

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。平日 午前11：40

公開収録公開収録公開収録公開収録

入場
無料
入場
無料

1月28日2023年 土

1回目
開場／午前１０時
開演／午前１０時３０分
終演予定／午前１１時２０分

2回目
開場／午後１時３０分
開演／午後２時
終演予定／午後２時５０分

会 場 豊見城市民体育館
（〒９０１－０２２５ 沖縄県豊見城市字豊崎５－２）

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）
（豊見城市公演）豊見城市企画調整課・企画調整班　電話０９８－８５０－０３６４（１２月２９日～１月３日を除く平日／午前８時３０分～午後５時１５分）
（糸満市公演）　糸満市観光・スポーツ振興課・観光振興係　電話０９８－８４０－８１３５（１２月２９日～１月３日を除く平日／午前８時３０分～午後５時１５分）

お問い合わせ

未定（決まり次第、ＮＨＫ沖縄放送局ホームページなどでお知らせします。）放 送 予 定

ＮＨＫ沖縄放送局、豊見城市主 催

2023年1月4日（水）
午後１１時５９分

締め切り

※当選は４公演を通じてお１人様１件に限らせていただきます。　※同一メールアドレスでの重複申し込みはできません。また、同一電話番号で複
数お申し込みいただいた場合、１件として扱います。　※架空の応募者情報、もしくは応募者本人以外の住所、名前、電話番号、メールアドレスでの
お申し込みはお断りします。　※１歳以上のお子様から入場整理券が必要です。　※ご応募いただいた方には受付確認メールをお送りします。　※
入力内容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。　※応募多数の場合は抽選のうえ、当選された方には入場整理券（１枚で４
人入場可）を２０２３年１月１２日（木）頃に発送します。また、落選された方には、２０２３年１月１３日（金）午後３時以降に落選通知メールをお送りします。
なお、観覧スペースは入場整理券で事前に指定させていただきます。　※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。
＊受信拒否設定等をされている方は、あらかじめnhk.jpからのメールを受信できるよう、設定の変更をお願いします。また、フリーメールアドレスで申し込まれた場合は、
こちらからお送りするメールを受信できないことがあります。

観覧申込 入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
就学前や小学校低学年のお子様向けの内容を予定しています。
ハサミやのりを使った工作遊びを予定していますので、工作に
参加できるお子様と保護者のグループでお申し込み
ください。

◆ＰＣ・スマホサイト　http://nhk.or.jp/okinawa/

ＮＨＫ沖縄放送局と豊見城市、糸満市では、「ノージーのひらめき
工作キャラバン」を実施します。Ｅテレ「ノージーのひらめき工房」
のノージー、シナプー、タノチーミーと一緒に、それぞれの地域
の自慢のものをヒントにした工作であそぼう！
参加をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。家族で
参加できる工作ショーです。
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。

豊見城市市制施行
20周年記念事業豊見城市公演豊見城市公演

1月29日2023年 日

3 回目
開場／午前１１時
開演／午前１１時３０分
終演予定／午後０時２０分

4回目
開場／午後２時
開演／午後２時３０分
終演予定／午後３時２０分

会 場 糸満市観光文化交流拠点施設
シャボン玉石けん くくる糸満
（〒９０１－０３６４ 沖縄県糸満市潮崎町１丁目１－２）

ＮＨＫ沖縄放送局、糸満市主 催

糸満市市制施行
50周年記念事業糸満市公演糸満市公演

ノージー、シナプー、タノチーミーノージー

タノチーミー

天使の
まばたき

３回
繰り返します

仲本 奈鶴季
キャスター

国際中医薬膳師
宮國 由紀江さん

監修

材料(１０個分)
● しめじ ５０ｇ
● えりんぎ ５０ｇ
● しいたけ ５０ｇ
● 玉ねぎ ３０ｇ

● 塩 小さじ１
● 卵 ２個
● 生クリーム １００ml
● ピザ用チーズ お好み

★タルト生地
● 市販の生地や食パンでも◎

手作りする場合は…
● 無塩バター １００ｇ
● 卵黄 １個

● 薄力粉 ２００ｇ

しめじ、えりんぎ、しいたけを粗みじん切り、
玉ねぎはスライスする1 粗みじん切りにした

きのこ、玉ねぎ、塩を
2に入れ混ぜる

3 180度で余熱、
約20分オーブンで焼きます
(様子をみながら焼き時間は
 調整してください)
表面がこんがりしてきたら
完成！

5

トレイに敷いた
クッキングシートの上に
★タルト生地をのせ
3を盛り付け
お好みでピザ用チーズ
をのせる

4

卵⇒　体をうるおす・安眠効果
薬膳POINT

し め じ⇒　デトックス効果
エリンギ⇒　足腰のだるさをやわらげる
しいたけ⇒　精神的疲労をやわらげる

薬膳POINT

大きめのボウルに
卵、生クリームを入れよく混ぜます2

目を閉じて、まぶたに力をいれて
ギュッと１０秒キープします

1

１０秒キープしたら
目をパッと大きく見開きます

2

おでこにシワが
　入らないように

注意ポイント 目が疲れたな、見づらいな、
と思ったときにぜひ行ってみて下さい！

最後に…

これから冬にむけて風邪を対策
するには肺を潤すことが大事！
今回は潤す働きのある食材を
ふんだんに使ったレシピです。
ぜひ作ってみて下さい！

最後に…

オーブンで焼きますオーブンで焼きます

○疲れ目リフレッシュ
○目力アップ

期待できる

効果

出 演

イ
ン
フ
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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
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