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夏川りみが
石垣の言葉で歌う

「手のひらを太陽に」

Eテレ 金曜 午前7：25



今
月
の
お
す
す
め
番
組

!

戦さ世を歌う
真っ赤に咲き誇るでいごの花、雨に打たれ
風に揺れる白い月桃の花。沖縄の6月を彩
る花々に、人々はあの激しかった戦さ世を
思い起こしてきました。生き残った人々
は、その思いを歌に詠み、三線に乗せてき
ました。
戦後7２年、祈りにつつまれる慰霊の季
節。戦さ世を歌って今なお受け継がれてい
る民謡の名曲を紹介します。午後1：05

沖縄県域総合
6月25日［日］

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

梅雨も楽しく

過ごそうね〜♪6

「うちなーであそぼ」に、石垣島出身の夏川りみさんが登場します。童
謡や唱歌など、広く親しまれている歌の歌詞を沖縄の言葉に訳して歌
うコーナーで、「手のひらを太陽に」を歌って下さいます。おなじみの
「ミミズだって　オケラだって～♪（以下略）」のフレーズが、石垣の言
葉では「ミミズィ  ヤラバン ニーラヌコンチェ
ンマ  ヤラバン…♪」に変わります。「オケラ」
にあたる「ニーラヌコンチェンマ」は「地底の
コンチ姉さん」という意味だそうですよ。
味わい深い歌詞が夏川さんの歌声にのって、
どんな世界が広がるのか、お楽しみに！
さらに１０月には、夏川りみさんが石垣の言
葉で歌う「大きな古時計」を放送予定です。

Eテレ 沖縄県域午前７：２５

午後７：３０6月23金
日

沖縄県域総合

沖縄戦・遺族からの３５７通
72年前の沖縄戦にまつわる〝357通〟もの手紙の存在が
去年、明らかになりました。これらは全て、沖縄戦で戦死
した日本軍の兵士の家族たちが終戦直後に書いた手紙で
す。そこには、息子や夫を戦争によって亡くした遺族の悲
痛な思いがつづられています。実は、この手紙は兵士たち
が所属していた部隊の大隊長が70年間、誰にも見せずに保管してきたもの。そ
の大隊長が「若い人たちに戦争の姿を知ってほしい」と、大学生たちに託しまし
た。戦争を知らない大学生たちは、遺族が書いた手紙を通して何を感じとるの
か。戦争体験者が少なくなる中、遺された〝手紙〟を通して72年前の沖縄戦と
は何だったのかを考えます。

６月２３日、７２年目の「慰霊の日」を迎える沖縄では、最後の激戦地となった糸満市摩文仁にある平和祈念公園
で「全戦没者追悼式」が行われます。戦後７０年以上がたち、戦争を体験した世代は、いまや沖縄県の人口の１７％以
下。「記憶の継承」は、待ったなしの状況です。ことしは、本土復帰から４５年という節目の年。追悼式典の中継で
は、犠牲者に祈りを捧げるとともに、平和への思いを新たにしながら、沖縄の今をみつめます。

「沖縄をもっと深く
　　　　　　知りたい！」
  そんな声に応える番組です。
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アナログ デジタル

チャンネル音量

BS CS 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

サブチャンネルをご覧いただく方法 マルチ編成（総合テレビ）

（午前11：54～午後0：20はサブチャンネルでご覧いただけます）

平成29年
沖縄全戦没者追悼式
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糸満市・平和祈念公園から中継
午前11:45（九州・沖縄）
午前11:54（沖縄県域サブch）
午後  0:20（全国）

６月23日[金]

午後  0:20（全国）
総合 ラジオ第1

(c)Seiya Nakai

でいご娘

知名　定人

７月は沖縄都市モノレール「ゆいレール」！
あなたが撮影したゆいレールの魅力が伝わる写真を大募集します！
魅力を伝えている写真であれば、必ずしも車両や駅が写っていなくても構いませ
ん。もちろん、魅力的な車両が写っている写真も大歓迎！
ご投稿いただいた写真は、ホームページに掲載させていただきます。

「てつたび」では、ホームページで募集する「○○鉄道の魅力を伝える写真」を手
掛かりに、鉄道写真家・中井精也さんが毎回1本のローカル線を訪ねます。

応募締切 2017年6月18日（日）午後3：00
BSプレミアムにて2017年7月放送予定
http://www.nhk.or.jp/tetsutabi/detail/

夏川りみさんが登場!!

「手のひらを太陽に」
（石垣バージョン） 昔、沖縄がまだできたばかりで、地上に草木が

一本も生えていなかったころのお話です。
神様が地上にやってきて、動物や人間たちのた
めに植物を根付かせようと、天にいた植物たち
に「地上に降りてくるよう」呼びかけました。
実は、そのときに降りてきた順番が、その後の
植物たちの特徴や生育場所に大きく関わってく
ることになったのです。

御嶽の木々のはじまり
6月9日[金] 6月23日[金]

 2日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 9日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 童謡「手のひらを太陽に」（夏川りみ）
 22日（木） 午後4：50 ニュース シブ5時　特集「沖縄”子どもの貧困”との戦い」
 23日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ アニメ「御嶽の木々のはじまり」
 23日（金） 午前１１：４５ 平成２９年沖縄全戦没者追悼式
 23日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「沖縄戦・遺族からの357通」
 24日（土） 午後７：２０ 沖縄熱中倶楽部―６月号―
 25日（日） 午前８：２５ うまいッ！「蜜のような甘さのパイナップル・ゴールドバレル～沖縄県東村～」
 25日（日） 午後１：０５ 沖縄の歌と踊り「戦さ世を歌う」

総合

総合

総合

Eテレ

Eテレ

FM

総合

総合

ラジオ第1

写真
募集中!!
写真

募集中!!
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イーチョーバーバターのポークソテー

【イーチョーバーバター】
イーチョーバー（みじん切り） ２０ｇ（葉のみ）
バター １００ｇ
ニンニク（みじん切り） １玉（５０ｇ）

【材料　２人分】
【ポークソテー】
豚ロース肉（1cm厚） ２枚（約２００ｇ） 
塩こしょう　 適量
小麦粉 大さじ２
油　 適量
ミニトマト（縦半分にカット） ３個
イーチョーバーバター｠ 約２０ｇ
季節の野菜　 適量

1 フライパンにニンニクを入れ、中火で約10分焦がさないように
ローストする。

作り方

2 常温に戻したバターと１、イーチョーバーを混ぜる。

1 筋切りした豚肉に塩こしょうで下味をつけ、小麦粉を両面に
はたいておく。

2 フライパンで油を熱し、１を強火やや弱めでフタをして約１分半焼く。
きつね色の焼き色がついたら裏返してさらに約１分焼く。

3 最後にミニトマト、イーチョーバーバターを加える。

4 季節の野菜を添えて盛りつける。

畑山 弥保キャスター

イーチョーバーバターを
パンにぬっても
おいしいです♪

平成29年 8月4日（金）
平日午前11：45

ポイント

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
!

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

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」

テ
ーマ

は、

今年の
課題曲

めんそーれ
NHK沖縄放送局

ＮＨＫ沖縄放送局では、実際のニューススタジオや副調整室などをご覧い
ただく団体見学を受け付けています！小学校の社会科見学に、幼稚園・保育
園の遠足に、地域の集まりなどの催し物として、ぜひご利用ください。

今年もやります！

Ｅテレ「うちなーであそぼ」のナビゲーター・さぁたぁちゃんと、
司会のお姉さんによるふれあいイベントです。リズム遊びやアニ
メの上映、ぬり絵や記念撮影など、親子そろって楽しめます♪
【参加対象】：０～5歳までの乳幼児とその保護者のみなさん。
　　　　　  参加無料、入退場自由。

おきなわＨＯＴｅｙｅ「気象歳時記」のコーナーで、みなさん
もご参加いただけるクイズやアンケートが始まりました！
斎藤綾乃気象予報士の出題する、気象クイズをお楽しみに♪

詳細が決まり次第、ホームページなどで
お知らせします。お楽しみに！

内原 早紀子
出身地：沖縄県 石垣市
趣　味：ドライブ（休日は車を走らせ、国頭や名護など北部へドライブしています）
　　　　 マリンバ（木琴より少し大きい楽器で、木の音色がすてきなんです）
好きな沖縄料理：テビチ、イナムドゥチ、ヒラヤーチー、スーナ
 好きな沖縄料理がありすぎて、選びきれません！！

うちはら さきこ
キャスターキャスターキャスター

４月からおきなわHOTeyeを担当している、内原早紀子です。
入局して一か月。「日々勉強」の一言に尽きます。発声・滑舌・原稿
読みの基礎から取材やリポートの作り方などなど・・・。一日一日
がとても濃く、充実した日々を送っています。
現在担当しているおきなわHOTeyeは、４月１０日にキャスター
デビューをさせていただきました。緊張

のあまり前日は眠ることができず、当日は大好きな沖縄そばさえも喉を
通らない状態でした。本番中もその緊張は解けず、これまでの人生の中
で一番緊張した一日でした。しかしその一方で、多くの方が情熱をもって
番組に関わっていること、それを最後の伝え手として正確な言葉で
伝える責任の重さを感じました。これからは、スタジオだけでなく県内
を駆け巡り、沖縄の今が分かるニュースや話題、視聴者の皆さんの生
活に役立つ情報をどんどん取材していきたいです。そして、ウチナーン
チュとして沖縄を盛り上げていけるよう、日々精進していきます！

疲れた体に！シマナーとカツオの巻き寿司

【材料　２人分・3本】
カツオ 75g
シマナー 20g
大根 25g
にんじん 15g
レタス 適量
しょうゆ 大さじ１
酒 大さじ１
みりん 大さじ１
はちみつ 大さじ１/２

焼きのり 3枚

【酢飯】 
ご飯 250g
米酢｠ 大さじ１
塩｠ 小さじ１/４
黒ごま｠ １/２

1 大根・にんじんを４～５ｃｍの長さに千切りする。塩を振り
１０分置いて、水分をしっかり絞る。

作り方

薬膳ポイント

2 シマナーは、根っこを切りおとし、きれいに洗って塩もみし
１ｃｍ程度にカット。水分をしっかり絞る。

3
フライパンに、１～２ｃｍのサイコロ状にカットしたカツオ・
しょうゆ・酒・みりん・はちみつを入れ、汁気がなくなる
まで煮る。

4
巻きすに焼きのりをのせ、酢飯の１/3を薄く広げる。手前半分
にレタスをしき、その上に１・２・３を順に重ねてのせ、具を
しっかり押さえて巻く。

シマナー：デトックス効果が期待できる
カツオ：体力回復や、不眠解消が期待できる

イーチョーバー：腸を刺激し消化を促す動きがある
イーチョーバーバターの保存方法：密封した容器で冷蔵庫に入れておけば１か月ほど日持ちします

我如古 梨乃キャスター

気分が
すぐれない時にも
オススメです！

監修：国際中医薬膳師  宮國 由紀江さん

さぁたぁちゃんの取材日誌

この春入局！

テレビの
リモコンで

6月は8日（木）、22日（木）予定！！

気象のクイズ！

１ 2 3お遊び
タイム

リズム手遊び、
ジャンプ体操
など

ふれあい
タイム

さぁたぁちゃんとの
記念撮影会
など

お座り
タイム

アニメ上映や
ぬり絵など

副調整室ってなぁに？放送局を紹介！

イーチョーバーバター

作り方 ポークソテー

監修：野菜ソムリエ上級プロ  徳元 佳代子さん

夕方6:10

リモコンの
カラーボタンで
参加しよう！

※団体見学には、事前予約が必要です。ＮＨＫ沖縄放送局のＨＰより申込書をダウン
ロードのうえ、必要事項を記入し、ＦＡＸにてお申し込みください。
※なお、１階ロビーは平日の午前9時30分～午後6時まで自由に見学できます。
１階ロビーには、キャスター体験、クロマキー体験コーナーやＮＨＫキャラクター
との記念撮影コーナー、キッズスペースなどがあります。

お問い合わせ ＮＨＫ沖縄放送局ハートプラザ　電話：098-865-2222（平日 午前9時～午後6時）

団体見学受付中！

ニューススタジオ見学

おきなわHOT eyeタイトル

コールの撮影♪

キャスター体験や、
クロマキー体験

キャスター体験や、
クロマキー体験

見学の流れ見学の流れ見学の流れ



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8月28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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