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大浜 扶美野大浜 扶美野



Q.1 Q.2

Q.3 Q.4

キャスターを
目指したきっかけは？

緊張を解消するコツは
ありますか ?

視聴者の皆さんへ
メッセージをどうぞ

沖縄ちゅらTVに出た時
の感想は?

これからやってみたい
仕事はありますか？

高校時代に訪れたブラジルで、
出会った日系人の人々が食い
入るように「おはよう日本」を見
て、日本の情報を懸命に取り入
れている姿に心を打たれたこと

がきっかけです。

とても緊張します。緊張すると
顔が強張り、口数が極端に減
ります。そんな時は、大きい声
で「がんばるぞー！」と気合いを
入れなおし、とびきりの笑顔で
緊張をほぐしています。

公開生放送ならではの緊張感
から、手に大量の汗をかきま
した。緊張しすぎて、用意し
ていた原稿が一瞬頭から消え
てしまい、ヒヤっとしまし
た。しかし、夢の実現に向け
一歩を踏み出せたことの喜び
を噛みしめながら放送を行い
ました。

6月から高校野球の県予選大
会が始まります。高校球児の頑
張る姿を取り上げたいです。ま
た、インタビューにも挑戦した
いです。聞く力を鍛え、視聴者
の皆さんに分かりやすく情報を
伝えていけるよう努めていきた
いです。

Q.5 休日の過ごし方は？

休日はのんびりとお買い物を
したり、読書したり、先輩か
ら頂いたプロ野球名鑑を片手
に野球観戦をすることが多い
です。祖母に会いに行ったり、
両親とドライブに行ったりも
します。

高校２年の夏に訪れたブラジル
でお世話になったホストファミ
リーと5年ぶりの再会。
彼らとの出会いが今の仕事を
目指すきっかけとなりました。

小学3年から高校3年までの10年
間、那覇大綱挽の旗頭行列に参加
していました。自分の住む地域の伝
統文化を知ることで、地元に愛着
がわき、沖縄を想う気持ちへと繋
がりました。

Q.6
4年ぶりの沖縄、日々出会う人と
の繋がりを大事にしていきたい
です。そこから多くのことを学
び、放送へも活かしていきたい
です。沖縄ちゅらＴＶは公開生放
送なので、ぜひおもろまちの
NHK沖縄放送局まで遊びに来
て、放送の様子を間近で見てみ
てください！
ちゅらＴＶを見たあとはぜひゆん
たくカフェへ♪

まずは放送中に着る衣装を選びます。
今日はかりゆしウェア!!
キャスターは衣装選びから、ヘアスタイル、
メイクまで、全部自分でやっています。

おはようございます！

原稿チェック

10:00

11:00

1 階のスタジオに入って、リハー
サルを行います。カメラの下に
は時計と、カメラの映像が流れ
ています。

リハーサル開始！

大浜キャスターの今日の天気から番組が始
まります。

本番開始 !!

5・4・3・2・
1!!

今日の天気を確認して、あいさつを考えます。
そして、イベント情報の原稿をチェック。赤えんぴつ、3 色
ペンで息継ぎのポイントや、読みがなをつけ、ストップウオッ
チで時間を計りながら練習をします。

2 階にある放送を管理する副調整室では、
伊達正隆アナウンサーがリハーサルの
チェックをしています。リハーサル後、二
人で原稿の確認をします。

テレビ画面に表示されるテロップ（文字やイ
ラスト)は、FD(フロアディレクター）が用
意しています。FDは、スタジオの準備や、
放送の補助をする仕事です。

大浜扶美野10:30

11:45

どっちに
しようかな？

4 月からスタートした「沖縄ちゅらTV」の大浜キャスター。
料理に、アートに、イベントなど、たくさんの情報をみなさんにお届けしています。
大浜キャスターに密着して、番組の本番前をお見せします。

午
前

午
後～11:45 0:00
総合テレビ月曜から金曜

キ
ャ
ス
タ
ー
紹
介

!

キャスター

キャスターの

仕事 大浜扶美野キャスターに密着!!
おお　　　はま　　　ふ　　　　み　　　の



※放送日時・内容は変更する可能性があります。 

今
月
の
お
す
す
め
番
組

!

　NHKでは追悼式典の模様を全国に生中継し、沖縄の
人々の平和への思いを全国にお伝えします。

　沖縄の皆さまからの「黙とうの時間を放送してほしい」という声に
応え、今年もマルチ編成でお届けすることになりました。リモコンの
操作方法はイベントインフォメーションページをご覧ください。

平成25年沖縄全戦没者追悼式23日日 ７日
金

22日土

沖縄の稲作発祥の地として伝えられており、旧正月

の初午の日には、田植えの儀式「親田御願」が行わ

れています。

琉球を創成したといわれる神・アマミキヨが沖縄に

初めて上陸した地といわれています。海の中にある

ので、干潮にならないと全体が見えません。

アマミキヨが定住の地として選んだ

聖地。私有地のため、無断での

立ち入りが禁じられています。

アロマオイルの精製を体験しました !!

とってもいい香りがします !!
南城市ではウコンの栽培も盛んです。

なんじぃとウコン掘りに挑戦 !!

食べたことのないハーブがたくさんありました !!

2006年に佐敷、知念、玉城、
大里が合併してできた南城市。
人口は41,299人（平成25年　

3月31日現在）。
琉球創世の神話と、ハーブを
使った町おこしを紹介します!!

次の放送

あんな
こんな
旅旅

松 永 安 奈 の

６月

に行きます！！

５・１２日
県内隅々まで旅をして
多くの方に出会って、
たくさん沖縄の魅力を
紹介していきます !!

南城市
ヤハラヅカサ

うこん畑　　　　　　ニライカナイ橋 アロマオイル    ハーブバイキング

受水走水 （うきんじゅはいんじゅ） ミントングスク

ハートの形をした

名護市

（5月8・15日放送）

水

琉球をまとう紅型の美
　沖縄の伝統的な型染め「紅型」の美にふれる旅。
琉球王国時代から受け継がれる巧みな技に感嘆す
るほか、紅型をまとって舞う琉球舞踊の世界も紹介
します。

外国人リポーターが日本各地を訪ね、外国人の視点から日本の新たな魅力を発見する旅番組です。美しい日本の
自然を楽しむアウトドアの旅や、奥深い日本文化の様々な側面にふれる旅など、旅人にとって忘れられない体験と
なる旅のプランを紹介していきます。（英語放送）

　今回は4月21に国立劇場沖縄で開催した「第６７回NHK沖縄の歌と踊
りのつどい」から、「舞踊名作選」を放送します。演目は、若者達の幸先を
寿ぐ「若衆ぜい」、古典女踊りの「本嘉手久」、雑踊りのコンビ舞いで人気
の「加那よー天川」、二人で踊る話題の「花風」、軽妙な踊りの「汀間当」。
琉球舞踊の魅力を名作の数々でお届けします。

Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ 午前3：00～3：30 全国放送

午前11:45～

午後１１：００～１１：５９ 全国放送

[総合]午前11：45～ 11：54（九州・沖縄地方向け）
[総合サブチャンネルのみ]午前11：54～午後0：15（沖縄県域）
[総合]午後0：15～ 0：45（全国放送）
[ラジオ第1]午後0：15～ 1：00（全国放送）

午後 8：00～8：43 沖縄県域
沖縄の歌と踊り
舞踊名作選

　1945年3月6日から6月4日まで、従軍補
助看護婦として「白梅学徒隊」が編成されまし
た。沖縄第二高等女学校の生徒で結成された
56人のうち、22人が戦死しました。映画に
もなった「ひめゆり学徒隊」のほかにも青春を
投げ打って戦地に赴いた乙女たちがいたこと
を忘れてはなりません。
　元白梅学徒隊の方が書いた手記の朗読や、
インタビューを通じて「白梅の悲劇」を改めて
浮き彫りにします。

沖縄戦の白梅学徒隊
知っていますか？

　沖縄戦の終結から６８年。沖縄には今もなお、「所有者の分からな
い土地」が、８０万平方メートルも残されています。過酷な地上戦
で、土地関連の書類の多くが焼失したり、家族全員が亡くなったり
したため、所有者を特定できないのが原因です。番組では、沖縄県
が進める「所有者不明土地」
の調査や、そうした「土地」
に様々な思いを寄せる人々
を取材しながら、沖縄の土
地に刻まれた「戦争」や「基
地」の歴史と記憶を辿って
いきます。

ETV特集
沖縄 “放置”の軌跡
～戦後６８年 所有者不明地の行方～（仮）

23日日
全国放送午後 ６：０５～ ６：５０

５日
水

海とともに暮らす石垣島
　サンゴ礁の海が広がる沖縄・石垣島を訪ねます。
人気の景勝地・川平湾でカヤックとスノーケリング
を楽しむほか、海と深くかかわりながら暮らす人た
ちと出会います。

19日水
【語り】ビル・サリバン

【リポーター】テオドーラ・ベーグ

5日・19日水　
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来てね！

Okinawa Yuntaku

2013.6 さぁたぁちゃんの

取材日誌

中村万里子 記者
出身地：岩手県盛岡市
趣　味：城めぐり
好きな沖縄料理：ヒージャー汁
記憶に残る取材：
オスプレイ配備を巡る一連の取材

「復帰」をどう伝える

Event Information

　5月15日の復帰の日にあたり、「本土復帰とは何か」を

考える授業を初めて行った20代の教師を取材しました。

　県内の小中学校では、沖縄戦を伝える平和学習には力

を入れているものの、戦後27年間アメリカの統治下に置

かれた沖縄の歴史はほとんど教えられてきませんでした。

しかし、4月28日の政府の主権回復式典への人々の憤り

を目の当たりにし、若い教師は、「なぜ『屈辱』とまで表現

されるのか。自分が何も知らないことに気づいた」と、沖

縄の戦後を見つめ直す必要性を考えるようになったと言

います。

　昭和47年5月15日その日の政府の式典、沖縄での式

典、そして与儀公園での集会の3つの写真を見せながら、

当時の人々の思いを考える授業。「復帰はうれしかったけ

ど、悔しい思いもあったのでは」など、子供たちからは

様々な反応が寄せられました。

　子供たちとともに、過去の歴史を見つめ直そうという

若い教師の試み。「歴史を知ることは考えることにつなが

る、考えた上で次にどうするのか」という教師の言葉を胸

に刻んで、私自身も取材を続けていきたいと思います。

太平洋戦争中のアメリカ合衆国で、多くの日系アメリカ人が強制収容されました。

彼らは厳しい環境の中、限られた材料と道具で優れた造形や、見事な装飾が施された日用品、工芸品を作りました。

本展は、過酷な環境にも屈しない「不屈の精神」を持った日系アメリカ人たちが作りだした美の世界に迫ります。

”
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6 6 30月1日 ─ 月 日
浦添市美術館

◐開館時間：午前9時30分～午後5時 
＊金曜日は午後7時まで（入館は閉館30分前まで） 
◐休 館 日：月曜日　◐後　　援：外務省　◐特別協力：アメリカ大使館
◐お問い合わせ：NHK沖縄放送局　電話098-865-3621（平日 午前10:00～午後6:00）
◐NHK沖縄放送局ホームページ http://www.nhk.or.jp/okinawa/ 

〒901-2103　沖縄県浦添市仲間1－9－2　
◐交通案内：［バス］東陽バス（城間線）、
  琉球バス（浦添線、牧港線）は「美術館前」下車徒歩5分。
  琉球バス（バイパス）は大平下車徒歩約5分。

◐主催：NHK沖縄放送局　 ◐入場無料

Photos by Terry Heernan. Reprinted from "e Art of Gaman: Arts and Cras from the Japanese American Internment Camps, 1942-1946" by Delphine Hirasuna, Ten Speed Press, c. 2005"
《収容所の風景》作者不詳／《植物のピンブローチ》作者不詳／《仏壇》キチタロウ カワセ

NHK「クローズアップ現代」キャスター　国谷裕子

「私はここにいます」、
静かな訴えが作品から聞こえる。
凛とした誇り、
精神の自由に胸を打たれた。

昔の日本人が苦難の日々に
どのように耐え、
いかに誇りを失わなかったか。
その見事な証拠が次々と展開する。

脚本家　山田太一

6月 放送展示予定

放　　送：おきなわHOT eye
展示場所：NHK沖縄放送局
 １階視聴者プラザ

放送予
定

展示予
定

放送予
定

展示予
定

放送予
定

展示予
定

沖縄アミークスインターナショナル

石垣市立　富野小中学校

那覇市立　仲井真小学校

5月30日木・6月6日木
5月31日金～6月13日木
5月30日木・6月6日木
5月31日金～6月13日木

6月13日木・6月20日木
6月14日金～6月27日木
6月13日木・6月20日木
6月14日金～6月27日木

6月27日木・7月4日木
6月28日金～7月11日木
6月27日木・7月4日木
6月28日金～7月11日木

※放送日時・内容は変更する可能性があります。 

サブチャンネルでご覧いただく方法
平成25年全戦没者追悼式を

マルチ編成（総合テレビ）

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

アナログ デジタル

チャンネル音量

BS CS

チャンネル

1 2
アナログ デジタル リモコンで選択できます

❶デジタル総合テレビのチャンネル
　（地上　　 ＋　　  ）
　に合わせます。

❷次にリモコンの
　「チャンネル」上ボタンを押して
　サブチャンネルに切り替えます。

※このほか電子番組表（ＥＰＧ）から選局する方法もあります。
※「デジタル」ボタン、「チャンネル」上下ボタンの位置、表記は
　機種によって異なります。

デジタル 1

地上

地上

11：45

11：54
00：00

00：15
00：10

00：45

沖縄全戦没者追悼式
（九州・沖縄向け）

＜サブチャンネル＞
沖縄全戦没者追悼式
（沖縄向け）

沖縄全戦没者追悼式
（全国放送）

気象情報

ニュース（沖縄）

ニュース（全国）

23日日



次回以降のお支払いは、口座振替・クレジットカードで お願い致します。

受信契約とは、放送法という法律で定められた義務です。
テレビを設置したら受信料のお支払が必要です。
※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。

契約種別 2か月払額 6か月前払額 12か月前払額 契約種別 2か月払額 6か月前払額 12か月前払額

地上契約

衛星契約

地上契約

衛星契約※消費税を含みます。
※沖縄県の料額です。
※多数契約一括支払、団体一括支払、家族割引、事業所割引、
　半額免除を適用する料額は異なります。

継続振込等
2か月払い

口座・クレジット
12か月払い

12,440円

22,930円

6,390円

11,780円

2,240円

4,130円
11,880円

22,370円

6,100円

11,490円

2,140円

4,030円

●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）

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。

受信料額（継続振込等） 受信料額（口座・クレジット）

衛星契約の場合

0 5000 10000 15000 20000 25000

2か月払い

12か月払い

4,130円×6回=24,780円

22,370円

最大
2,410円
お得！

お手続日

今後のお支払い分

次回振替日は8月26日となります。

口座・クレジット払いを利用すると…

「同一生計の複数の方がそれぞれの住居の放送受信契
約を締結している場合（学生・単身赴任など同一生計で
離れて暮らすご家族等）」や「同一の放送受信契約者が
複数の住居で受信契約をしている場合（別荘・別宅等）」
を対象に、受信料の半額を割り引く制度です。

家族割引申込書をご提出いただき、適用要件を
満たされている場合、「家族割引」を適用いたします。

家族割引
とは?

放送受信料「家族割引」のご案内

受付時間／平　　　日　午前9:00～午後10：00
　　　　　土・日・祝日　午前9:00～午後  8：00

受付時間／平　　　日　午前9:00～午後10：00
　　　　　土・日・祝日　午前9:00～午後  8：00

受付時間／午前9:00～午後  8：00
（土・日・祝日も受付）　お問い合わせ

受信契約のお申し込み・ご転居の連絡 受信料関係のお問い合わせ テレビなどの受信に関するご相談

☎0120-151515 ☎0570-077077 ☎0570-003434
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