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8月4日（金）に行われる沖縄県コンクールの模様を
お届けします。お楽しみに。

今から４５年前に、アメリカから日本に返還された沖縄。この時、日本のプライドを
かけ、アメリカと闘った外交官がいました。外務省・北米第一課長、千葉一夫です。
戦時中、海軍士官だった千葉は、沖縄を圧倒的な力で攻撃する米軍の無線を、ただ
傍受することしかできませんでした。その後、外交官と
なった千葉は、妻の恵子に「いつか、沖縄を取り戻す」と
誓います。戦後、本土から切り離された沖縄は、米軍が
ベトナム戦争へ出撃する拠点となり、核兵器まで配備さ
れていました。アメリカと外交交渉を重ねながら、何度も
沖縄に足を運び、人々の苦悩に真摯（しんし）に耳を傾
けた千葉。その信念の奥底にあった、想像を絶する体験
とは。そして、千葉を支えた夫婦の愛と絆とは。
実話に基づいた“返還交渉人”の物語です。

8月12日［土］

サマースペシャル　沖縄編
ゆったりと波に漂うような沖縄の魅力満載の4 時間
スペシャル。沖縄在住のギタリスト内田勘太郎宅に集
うサキシマミーティングやしゃかりのチアキなど沖縄
のミュージシャンたちのライブを中心にお届けします。

デビュー 25周年を迎える安室奈美恵さん。世代や国
境を越えて支持され続けています。その輝き続ける
理由はどこにあるのか？著名人やリスナーとともに、
ディスコグラフィーを聴きつくします。
9月のアニバーサリーライブを前にした、ふるさと沖
縄からの生放送。時代とともに歩んできた25年間
を、ファンからのメッセージを交えて振り返ります！

井浦新（外交官・千葉一夫）　戸田菜穂（千葉恵子）  
尾美としのり  中島歩  佐野史郎  大杉漣  石橋蓮司  ほか

出 演

今日は一日“安室奈美恵”三昧今日は一日“安室奈美恵”三昧

全国放送
8月14日［月］

「かせかけ」中村知子

午後9：00
全国放送

与那国　巨大魚に挑む
Yonaguni Island: Fishing on the westernmost
今回は与那国島を、当番組のナレーションを担当しているアメリカ出身のビル・サリバンが訪ねます。
マリンスポーツが大好きなビルは、年に一度開かれる島の一大イベント・国際カジキ釣り大会にエントリー。
200キロを超える大物も釣れるというダイナミックな釣りに挑戦し、大会にあわせて開かれる様々なアトラクショ
ンを楽しむほか、各地からやってくる釣り人たちと交流します。
また得意のダイビングで、島近くに広がる周囲数百メートルに及ぶ巨大な建造物のような不思議な海底地形を探
検します。

午後2：00

8月16日［水］
全国放送

8月26日［土］午前10:00
沖縄県域

名作舞踊選

フィルターの先に～写真家・石川竜一～

「第７１回NHK沖縄の歌と
踊りのつどい」から、「かせか
け」「花風」「むんじゅる」
「日傘踊り」などをご紹介。
古典女踊りから創作舞踊ま
で、名作として踊り継がれて
きた演目を、中堅女性舞踊家
たちの競演でお届けします！

味と人柄で多くの人を魅了してきた
琉球料理家の山本彩香さん。
営んできた料理店を閉じた今も、沖
縄の食の知恵を伝えたいという情
熱にあふれています。“夏はゴー
ヤーがあれば”と言う山本さん。暑
さに負けず元気に過ごせるという、沖縄の食の知恵を教

わります。
訪ねるのは、俳優の谷原章
介さん。おなじみの“ゴー
ヤーちゃんぷーるー”に、
“しりしりー”など、山本さ
んならではの料理のコツを
習います。

午後1：05
沖縄県域総合

8月6日［日］

その昔、勝連にトンチで有名な勝連バーマーという男が
いました。ある日、勝連バーマーは村人を集め、「勝連
バーマー カニ ムッチョンドー（勝連バーマーは金持ち
だ）」と歌いながら仕事をするよう頼みました。
面白がった村人たちが言われた
とおりに歌を歌うと、歌はどんど
ん広まって、やがて王様の耳に入
りました。さて、勝連バーマーの
ねらいは何だったのでしょうか。

勝連バーマーのトンチ
午前７：２５

8月4日[金] 
Eテレ 沖縄県域

Eテレ

中学校の部

8月26日［土］午後  0:30小学校の部

２年前、写真界の芥川賞と言われる木村伊兵衛写真賞を
受賞した石川竜一。彼が写す沖縄の風景と人が織りなす
強烈な世界は衝撃的だ。宜野湾市のアパートにディレク
ターが１か月通い、密着撮影した。
ある時竜一は妻ちほに「俺は石川竜一というフィルターな
んだ」とつぶやいた。彼は色のついたメガネや決まりきっ
た「枠」で物事を見ない。彼は世界のありのままを写す。
女装に生き甲斐を感じるドラァグクイーン、手をつないで
歩く刺青の夫婦。孤独だった竜一は、人々を撮らせても
らうことで自分という存在が受け入れられ、世界とつなが
るとことができたという。そして今回、竜一は新作シリー
ズの撮影を始める。それ
は意外なものだった。
写真家・石川竜一のフィ
ルターの先にあるものを
見つめる。

8月16日［水］

撮影：宮濱祐美子

午後8：00
全国放送Eテレ

◀レシピは、NHKテキスト「きょうの料理」8月号に掲載

沖縄と核 ～“基地集中”知られざる起源～ 8月9日[水] 午後10:00
全国放送

45年前の本土復帰まで、アジアにおけるアメリカ軍の“核拠点”とされてきた沖縄。これまで、その詳細は
厚いベールに包まれてきました。しかし、おととし、アメリカ国防総省は、「沖縄に核兵器を配備していた事
実」を初めて公式に認め、機密を解除。これを受け、いま「沖縄と核」に関する極秘文書の開示が相次ぎ、元
兵士たちもようやく重い口を開き始めました。そこから浮かび上がってきたのは、“核の島・沖縄”の衝撃的
な実態。1300発もの核兵器が置かれ、冷戦下、東西陣営の緊張が高まるたびに、最前線として危機的な
状況にあったこと、さらには、「核」の存在こそが、沖縄への米軍基地集中をもたらす要因のひとつになって
いたという新事実…。新資料と関係者の証言から、「沖縄と核」の知られざる歴史に光をあてます。

総合

夏のFMが熱い！

ゴーヤーは夏の“ヌチグスイ”
谷原章介のタイムレスキッチン

午後9：00
全国放送

8月23日［水］
Eテレ

 午後０:２０

8月26日［土］
全国放送

 午後 2：00

第84回
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顔ヨガ平日午前11：45

トカゲの舌 ペロンッ

1 頭を後ろに傾け、舌を前に
つき出す。

2 舌先を鼻に向けて持ち上
げる。
舌をとがらせるイメージ
あごに力を入れない

注意

目安：１０秒キープ×5回

亀の幸せ

1 下唇を上唇にかぶせる。

2 口は閉じたまま、首をのばす。
亀が首を伸ばすのをイメージしてしっかりと伸ばす注意

目安：１０秒キープ×2回

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

ぐいっ

丸オクラのチーズぎょうざ

【材料　2人分】
オクラ 10本
粗塩 適量
ぎょうざの皮 10枚
ピザ用チーズ 適量
油 適量

1 オクラを粗塩でこすって産毛を取り、水で洗う。
（口当たりがよくなります。）

作り方

2 ぎょうざの皮を広げ、オクラとチーズをのせてくるむ。
とじ目を水でくっつける。

3 油をひいたフライパンにとじ目を下にしてのせる。
（くずれないようにするため。）
パリッと焼き目がつくまで１分（やや中火）、裏返して５分（弱火）
焼いて完成。

平日午前11：45

監修：大城 しま子さん
野菜ソムリエ

　4日（金） 午前 ７：２５ うちなーであそぼ「勝連バーマーのトンチ」
 4日（金） 午後 ６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 6日（日） 午後 １：０５ 沖縄の歌と踊り「名作舞踊選」
　7日（月）～21日（月）  第99回全国高等学校野球選手権大会
 9日（水） 午後 10：００ NHKスペシャル「沖縄と核～“基地集中”知られざる起源～」
 12日（土） 午後 ９：００ スペシャルドラマ「返還交渉人―いつか、沖縄を取り戻す―」 
14日（月）  午後 ０：２０ 今日は一日“安室奈美恵”三昧
 16日（水） 午後 2：００ Journeys in Japan　「与那国　巨大魚に挑む」
 16日（水） 午後 ８：００ ハートネットTV「フィルターの先に～写真家・石川竜一～」
23日（水）  午後 ９：０0 きょうの料理「谷原章介のタイムレスキッチン ゴーヤーは夏の“ヌチグスイ”」
26日（土）  午前 １０：００ 第84回NHK全国学校音楽コンクール沖縄県コンクール（中学校の部）
26日（土）  午後 0：30 第84回NHK全国学校音楽コンクール沖縄県コンクール（小学校の部）
26日（土）  午後 ２：００ ラジオマンジャック サマースペシャル沖縄編
 26日（土） 午後 ７：２０ 沖縄熱中倶楽部―８月号―
※放送日時・内容は変更する可能性があります。

ラジオ第1

FM

FM

FM

総合

総合

Eテレ

Eテレ

Eテレ

Eテレ

Eテレ

BSP

BS1

さぁたぁも
ライブに

出たいなぁ〜♪

8

第一線で活躍する演奏家のコンサートをたっぷりとお楽しみいただきます。
観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。

公開収録  ベストオブクラシック

南城市文化センター シュガーホール

日時　

会場

出演

平成29年9月22日（金）
開場:午後6時30分 開演:午後7時  終演予定:午後9時

はがきで募
集中！！

問い合わせ

往信用おもて

南城市文化センター
シュガーホール

「ベストオブクラシック」係

南城市
佐敷字佐敷３０７

こちらには
何も書かないで
ください。

９０1 140 3
往信

返信用おもて返信用うら 往信用うら

郵便番号
住所
名前

返信
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号

「ばんがむり」（宮古島民謡／中村透編曲）
「芭蕉布」（吉川安一作詞／普久原恒勇作曲）
歌劇「愛の妙薬」から二重唱「そよかぜに聞けば」（ドニゼッティ作曲）
歌劇「カルメン」から二重唱「母のたよりを聞かせてよ」（ビゼー作曲）ほか

曲目

あ て 先

観覧申込 観覧は無料ですが、入場整理券が必要です。
※郵便往復はがき（私製を除く）でお申し込みください。

平成29年9月1日（金）必着締め切り

※就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。
※６月１日から郵便料金が変更になりました。　往復はがき：１０４円⇒１２４円
　往信面・返信面とも郵便料金が不足しないようにご注意ください。
※応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、落選の方
には落選通知を、平成２９年９月８日（金）頃発送します。

※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。

NHK沖縄放送局「ベストオブクラシック」係　電話：098 -865 -2222（平日 午前9時～午後6時）
南城市文化センター シュガーホール　電話：098 -947-1100（午前8時30分～午後5時15分 ※月曜休館）
※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では受信料のお願いに使用させていただくことがあります。

砂川 涼子（ソプラノ） 与儀 巧（テノール） 栗原 正和（ピアノ）

※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、受信料のお願いなどに使用させていただくことがあります。

入場
無料

●平成29年10月「ベストオブクラシック」（FM・全国放送）  ●平成29年11月「クラシック倶楽部」（BSプレミアム）
※詳細は決まり次第ホームページなどでお知らせします。放送予定

沖縄ミュージックジャーニーライブスペシャル

2017. 9 /1（金）午後6時～6時50分【FM・沖縄県内向け】
2017.10/6（金）午後6時～6時50分【FM・沖縄県内向け】放送予定

オモイトランス

2017.8 / 24（木） ライブハウス「Output」
（那覇市久米２－５－７ 久米ビルＢ１）

NHK沖縄放送局
ホームページ

開場：午後6時　開演：午後7時　終演：午後9時
会場：日時：

ＷＥＢで申し込み
受付中！！！

7！！（セブンウップス）

ヤングオオハラ

（アシスタント）
田仲 メリアン
（アシスタント）

今がおいしい丸オクラを丸ごと一本使ったぎょうざ。
チーズと組み合わせて大人も子どももやみつきになる一品です！

オクラの効能 ●ビタミンB1・B2、ビタミンC・・・夏バテ防止に良い　●ペクチン・・・整腸作用がある

1
んーっ 2ソフトクリームをなめるように

夏のデコルテケアにつながります

※首に痛みのある方は無理をしないでください。

ヘタは切り落とさず
角の部分を

ぐるっと一周削る

ポイント

締め切り：8/10（木）
午後11時59分

幸田 悟
（番組MC）

司会

畑山 弥保キャスター

我如古 梨乃キャスター

ヘタの部分には
うまみがあります！
１本丸ごと味わって

ください♪



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10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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