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　　　5月3日 [水 ] 午後 2：00
琉球ゴールデンキングス×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

5月 6日 [土 ] 午前 8：15
「ばあちゃんアイドル、シンガポールへ行く！」

Okinawa

生中継!

特集



インタビュー

ここからここから
アナウンサーが

著名人にインタビュー

シリーズ 「素顔の沖縄」
過去のBSの名場面を
ゲストと共に楽しみます。
ゲスト（月～水のみ）：
藤木勇人さん

今
月
の
お
す
す
め
番
組

!

「ばあちゃんアイドル、
シンガポールへ行く ！ 」

日本で唯一の「朱（あか）い城」首里城は、天然の漆が塗られた、
いわば漆工芸の作品。沖縄では琉球王朝時代から漆器作りが
行われてきました。いま人気を集めている漆器は、ハイビスカス
やゴーヤーなどカラフル
な絵柄が目をひく小皿。
堆金（ついきん）と呼ばれる
立体的な加飾技法によって
絵柄の美しさがひと際
引き立ちます。沖縄の職人
たちに伝わる高度なワザ
を徹底リサーチ！

＜イッピンリサーチャー＞
小野ゆり子

　　　　　

小浜島・ばあちゃん・合唱団、改めKBG84。84はメンバーの
平均年齢です。島のPRソングがインターネットで話題になり、
「信じられないほど元気!」「癒される!」と評判に。歌も踊りも
揃わないけれど、とびっきりの笑顔でお客さんは大喜び。そして
去年、高齢化に悩むシンガポールからコンサートの依頼がきま
した。年をとっても笑顔でいられる秘訣を教えてほしいという
のです。海を渡った選抜メンバーの挑戦を追います。
ナレーション:りゅうちぇる

午後７：３０
全国放送

午前8：15
沖縄県域

「王様の漆器をあなたの食卓に
～沖縄 琉球漆器～」午前6：3０

5月5金
日

全国放送総合

石垣島出身で、元WBA世界ジュニアフライ級チャンピオン
の具志堅用高さん。1976年に世界チャンピオンとなり、復帰
直後の県民に勇気を与えました。13回連続防衛という
日本記録は、未だ破られていません。最近は、沖縄出身
ボクサーの育成にも力を注いで
います。
あの時代、どんな気持ちで世界と
戦っていたのか。そして今、受け継
がれようとしている「沖縄のボク
シング」とは。素顔の具志堅用高
に迫ります。

沖縄カタリバ ！
～復帰４５年と、これから～

あさイチ

5月15日、アメリカ軍の統治下にあった沖縄が、日本に
復帰して45年となります。この間、沖縄はどう変わって
きたのか、一方で、何が変わらないのか…。
また、これからの沖縄にとって、大切なものは何なのか。
沖縄で生きる様々な世代の市民がＮＨＫ沖縄放送局の
スタジオに集い、「沖縄」をとことん語り合います。ゲストに
は、復帰直後の沖縄を勇気づけた、ボクシング元世界
チャンピオン・具志堅用高さんをお迎えします。

今年で３年目となった『アッキーがゆく！もっと知りたい
沖縄』。“アッキー”こと篠山輝信さんが、母の故郷・
沖縄のことを深く知りたいと、米軍基地の光景や沖縄
県民の等身大の思いに触れてきました。今回は、沖縄局
の記者として20代を過ごした柳澤解説委員と一緒に
旅をします。国道58号線を北上しながら、本島北部の
やんばるへ。あらためて“沖縄にとっての復帰”を考えて
いきます。

午後７：３０
沖縄県域総合

午前8：15
全国放送総合

午後７：３０
沖縄県域総合

特集

ＮＨＫアーカイブスの中から、沖縄の写真家を
取り上げた過去の貴重な番組を放送！

展示のディレクションを担当する、若手写真家の
石川竜一さん。「多様な視点から沖縄で撮られた
写真をみることで、復帰から45年たった‶今の沖縄”
を感じてほしい」と選んだその半分は、‶復帰後生
まれ”の若い写真家たちの写真。込められた思いや
物語を紐解くことで、復帰後生まれの写真家たちが
撮った、それぞれの‶復帰45年・沖縄”の今を見つめ
ます。

「写真家が見つめた 沖縄復帰45年」

４月２８日［金］

琉球ゴールデンキングス

名古屋ダイヤモンド
ドルフィンズ

5月3日[水] 午後2：00

VS

生中継!

総合

午前9：0０
全国放送

73分拡大版スペシャル73分拡大版スペシャル

イベント

関連番組

イベント

総合

5月15日［月］復帰の日

沖縄が本土復帰を果たして45年を迎える2017年。
沖縄県立博物館・美術館とＮＨＫ沖縄放送局では、
写真家たちが撮影した写真を通して本土復帰以降
の時間を振り返る、放送と連動した特別展を実施
します。

喜劇・世替りや世替りや
沖縄芝居「世替りや世替りや」は、作家・大城立裕が、
琉球王国が消えた明治１２年の「琉球処分」の頃を背景に、
世替りの渦に巻き込まれた人間模様を描いた喜劇
です。復帰１０年目の沖縄局の特別番組として企画され、
復帰後の不安と期待が
錯そうしていた当時の
人々に大きな反響を呼
んだ作品でもあります。
復帰４５年目の特別企画
として、ダイジェスト版
を放送！

17日
[水]

16日
[火]

18日
[木]

19日
[金]

15日
[月]

ちゃんぷるー街道を行く
～国道58号線の旅～

シリーズ 手のひらサイズのニッポン
島の恋文～沖縄県多良間島～

美ら島賛歌
～「あたらしい沖縄のうた」を訪ねて～

ＢＳスペシャル

ＨＶ特集

笑う沖縄　百年の物語

ＨＶ特集

HVスペシャル

月ぬ美（かい）しゃ
～八重山うた紀行～

HVスペシャル

～アッキーがゆく  ！  もっと知りたい沖縄 2017～

「日曜美術館　沖縄　母たちの神
写真家・比嘉康雄のメッセージ」

総合4月30日［日］午後1:05 沖縄県域

「日曜美術館　沖縄　見つめて愛して
写真家・平敷兼七」

総合5月3日［水］午後1:05 沖縄県域

「ホリデーにっぽん　今伝えたい“48枚の
オキナワ”写真家・石川真生のメッセージ」
「訪問インタビュー　東松照明
沖縄で人と風景のやさしさを見た」

総合5月4日［木］午後1:05 沖縄県域

会 期

場 所

主 催

1 · 2 ·3

Okinawa

午後1：05
沖縄県域総合

5月14日［日］

沖縄県域

5月6日[土]

5月9日[火]
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もずくバターのまぐろソテー

【材料　1人分】
【もずくバター】
バター 100g
もずく 30g
アンチョビフィレ 20g

マグロ 一切れ
シークヮーサー果汁 大さじ１

【付け合わせ】
ミニトマト 1個 
刻んだパセリ 少々
グリーンピース｠ 少々

1 バターは室温で柔らかくし、もずくはさっと洗ってざるなどで
水気を切っておく。

作り方

2
アンチョビフィレ、水気を切ったもずくをそれぞれみじん切
りにする。
それらの材料をバターと混ぜ合わせ、ラップで包み冷凍庫で
固める。（１時間くらい）

3 フライパンでマグロを焼く。（こんがりきつね色になるまで）

4
2のもずくバター（大さじ２）をマグロの表面にスプーンでかけ
る様にして焼いていく。
バターの風味をマグロにつける。

5
4にお好みの量で、小さく切ったミニトマトとパセリを足し、
バターとからめる。
お皿に盛り付け、彩りでグリーンピースを添えると完成。我如古 梨乃キャスター

沖縄風
フレンチに
挑戦！

平成29年

平成29年

8月4日（金）

平 成
29年10月24日（火）～27日（金）

ＮＨＫ沖縄放送局

平日午前11：45

平日午前11：45

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

監修：新屋 健一さん

1
2
口を閉じて、頬を風船のようにぷーっと膨らませる
頬の空気を移動させる（右→左→鼻の下→アゴ）

ほうれい線の予防と解消、肌のハリ艶を整える

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。

顔ヨガとは？

フグの顔

ぷっと息を吐かないようにする 注意するポイント

各3～5秒キープで、１日１～2回 回数の目安

1 2 1
2
「あ」口を大きく開ける
「い」口角を左右に引く様に

顔全体の血行やリンパ
の流れを促進し、顔全体
の筋肉をほぐす

4
3

5

「う」唇をすぼめて、突き出す
「え」口角を上げてにっこりス
マイル
「お」鼻の下を伸ばし、口が縦
に丸くなるように顎を伸ばす

あいうえお

急がずゆっくりと。
「あ」から「お」まで、しっかり
一音ずつはっきりと発音する

 注意するポイント

各4秒ずつ、１日2～3回
 回数の目安

1 2

5
43

堀越 将伸
出身地：群馬県
趣　味：旅行、写真、コーヒー、ロックミュージック鑑賞、サッカー観戦、マラソン
好きな沖縄料理：三枚肉のそばとゴーヤーチャンプルー
記憶に残る取材：
▼長野マラソンのランナーの取材。自分で走りたくなって翌年出場。
▼ロックバンドＫＩＳＳへのインタビュー。気さくで優しい方々でした。

ほりこし まさのぶ
アナウンサーアナウンサーアナウンサー

ウチナー暮らしに、わくわく。
新年度から「おきなわHOTeye」のキャスターを担当している、堀越将伸です。
３月に沖縄に来て１か月あまり。初めて過ごす季節、初めて見る花。目に映る様々なものに心動かされて
います。例えば…。
■子どもに優しい！役所や銀行の窓口で、待ち時間に塗り絵を用意してくれる。
お店で、品物を見たり試着したりしている間に、お店の人が子どもを抱っこし
てくれる。巨大な遊具を備えた無料の公園があちこちにある。
■想像していた以上に、島野菜以外にも県内産の野菜が豊富。特に袋詰めの「ベ
ビーリーフ」が大容量で、お得感あり。我が家の食卓にはほぼ毎日登場します。
■やちむん最高。すでに「壷屋やちむん通り」に通っています。読谷にも早く行か
ねば。家の食器棚がやちむんだらけになるのも時間の問題です。
■着任して３日目、職場の周辺が沖縄戦の激戦地だったと知りました。沖縄に来
たのだと、一番強く実感した瞬間です。

「沖縄初心者」の新鮮な気持ちで取材し、みなさんにお伝えしていきます。
よろしくお願いします！

さぁたぁちゃんの取材日誌

会　場
主な対象は小学校５～６年生です。 

電話：098－865－3621　ＦＡＸ：098－865－3614　（平日　午前１０時～午後６時）
ＮＨＫ沖縄放送局「放送体験クラブ」係

参加条件

申込方法

問い合わせ

「キミが主役だ！ＮＨＫ放送体験クラブ」ホームページから「申込票」をダウン
ロードし、必要事項を記入のうえ、ＦＡＸもしくは郵便でお送りください。
応募多数の場合は、抽選となります。ご了承ください。
期日・時間は希望をとったうえで調整させていただくこともあります。 

締め切り

６月２日
（金）

第84回　ＮＨＫ全国学校音楽コンクール

会　　場

参加方法

放送予定

問い合わせ

うるま市民芸術劇場　響ホール（うるま市字仲嶺１７５番地）

未定（決まり次第ホームページなどでお知らせします）

ＮＨＫ沖縄放送局「音楽コンクール」係
電話：０９８－８６５－３６２１
（平日　午前10時～午後６時）

ＮＨＫ全国学校音楽コンクールホームページの「参加申込書入力」ページで必要事項を入力・ダウンロードしたものに
学校長が署名・押印の上、以下のあて先までご郵送ください。※詳細は「参加のご案内」をご覧ください。
（あて先）〒900-8535　那覇市おもろまち2-6-21
　　　　　 ＮＨＫ沖縄放送局「音楽コンクール」係
（締め切り）平成２９年６月２２日（木）必着

募集
中
!

募集
中
!

開場予定  午前１０時　開演予定  午前１０時１５分　
終演予定  午後７時

 4月30日（日） 午後１：０５ 日曜美術館「沖縄 母たちの神 写真家・比嘉康雄のメッセージ」
 3日（水） 午後１：０５ 日曜美術館「沖縄 見つめて愛して 写真家・平敷兼七」
 3日（水） 午後２：００ B.LEAGUE 琉球ゴールデンキングス×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
 4日（木） 午後１：０５ 「ホリデーにっぽん・石川真生」「訪問インタビュー・東松照明」
 ５日（金） 午前6：３０ インタビューここから「具志堅用高」
 6日（土） 午前８：１５ ばあちゃんアイドル、シンガポールへ行く！
 7日（日） 午後１：０５ イッピン「南国の色と風を映す～沖縄 紅型～」（再）
 9日（火） 午後7：30 イッピン「王様の漆器をあなたの食卓に～沖縄 琉球漆器～」
 12日（金） 午後6：00 沖縄ミュージックジャーニー
 14日（日） 午後１：０５ 沖縄の歌と踊り 喜劇「世替りや世替りや」
 15日（月） 午前８：１５ あさイチ　～アッキーがゆく！もっと知りたい沖縄 2017～
 １５日（月）～１９日（金） 午前９：００ プレミアムカフェ シリーズ「素顔の沖縄」
 15日（月） 午後７：30 きんくるスペシャル「沖縄カタリバ！～沖縄の45年と、これから～」
 27日（土） 午後７：２０ 沖縄熱中倶楽部―５月号―
※放送日時・内容は変更する可能性があります。

総合

総合

総合

BS1 総合

総合

総合

総合

FM

総合

総合

BSP

BSP

総合

ラジオ第1

みんな

梅雨対策は

しっかりねぇ〜

5

撮影：堀田芳香 ©AKS©AKS ©HIROSHI NOMURA

小学校の部

作詞：宮下 奈都
作曲：信長 貴富

「いまだよ」
高等学校の部

作詞：Elvis Woodstock（リリー・フランキー）
作曲：大島 ミチル

「君が君に歌う歌」
中学校の部

作詞：秋元 康　作曲：内山 栞
編曲：横山 潤子

 ぐさ
「願いごとの持ち腐れ」
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NHKで番組作りに挑戦しよう！！

YMC001
ハイライト表示



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いが必要です。
※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
（地上契約を含む）

地上契約

衛星契約
（地上契約を含む）

※消費税8％を含みます。 ※沖縄県の料額です。
※多数一括割引、団体一括割引、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

12,810円

23,585円

6,585円

12,125円

2,310円

4,250円
12,255円

23,030円

6,300円

11,840円

2,210円

4,150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）

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 30000

2か月払額

12か月前払額

4,250円×6回=25,500円

23,030円

最大
2,470円
お得！

お手続日

今後のお支払い分

次回振替日は6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、受信料額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／午前9:00～午後8：00
（土・日・祝日も受付）　

受付時間／午前9:00～午後8：00
（土・日・祝日も受付）　

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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