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ポイント
結構膨らむので、容器の７～８分目を目安に
入れると良い。
白ごまや軽く炒ったくるみを入れるとさらに
おいしい。

「おきなわHOTeye」では、写真をお送りいただけ
るリポーター、「HOTグラファー」を大募集中！
番組やホームページで紹介させていただきます。
投稿は、NHK沖縄放送局ホームページから♪

 2日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「大グモ退治」
 2日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 2日（金） 午後７：３0 なるほど実感報道ドドド ！ アジアSP「“地域再生請負人” ラオスでの挑戦」
 4日（日） 午後1：05 沖縄の歌と踊り「眞境名正憲 組踊名場面集」
 4日（日） 時間未定 名護市長選挙 開票速報
 9日（金） 午後５：００ はっけんラジオ from沖縄
　　9日（金）～25日（日）  ピョンチャンオリンピック 
 16日（金） 　午前７：２５ うちなーであそぼ「あめふり」（宮古島バージョン）
 24日（土） 　午後７：２0 沖縄熱中倶楽部―２月号―
 25日（日） 　午後１０：５０ 首里現代音宴

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

Eテレ
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総合

総合

総合

ラジオ第１

Eテレ

ラジオ第１
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総合 BS1 他

実際のニューススタジオや副調整室などをご覧
いただく団体見学も受け付けています！
ぜひご利用ください。
※団体見学には、事前予約が必要です。
　詳しくはホームページをご覧ください。

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）

入場
自由

　　　 で
「ピョンチャンオリンピック」を放送!!
８K８K

募集中!

コンセプトは、

その日の天気、
　　季節感がわかる一枚

畑山 弥保キャスター

監修：ファーマーズマーケット
　　  いとまん「うまんちゅ市場」

高吉 ルリ子さん紅芋蒸しカステラ

【材料　5～8人分】
紅芋（蒸してマッシュしたもの） １５０ｇ
砂糖 １２５ｇ
バター ５０ｇ
卵 １個
お酢 小さじ１

【ふるいにかけておく】
  強力粉 １２５ｇ
  ベーキングパウダー 小さじ1

1 ボウルに砂糖、バター、卵を入れてクリーム状になるまで泡だ
て器で混ぜる。

作り方

2 紅芋、お酢、強力粉、ベーキングパウダーを入れて混ぜる。

3 バターをぬった耐熱容器に2を流し込んで２０分蒸して完成。

平日午前11：45

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

1 右の人差し指を眉の上にかけて、眉を少し下に引っ張る。
　のまま、反対側の眉を上げる。
左右５秒キープ
12

•

左右の眉上げ 人差し指が上に上がら
ないように！

眉の高さをそろえる！ 目線・口角ブランコ
左右対称の顔に！

正面を向いたまま、顔を左
右に動かさないように！

・左右に動かすこと
で眉の高さが均
等になるそう
・眉毛がそろってい
ると、安心感のあ
る表情や印象に！

・左右に口角をブランコ
させることで顔のバラ
ンスが整う！
・目力UPが期待できる

1 2 2

ココを
意識！

ココを
意識！

1 顔を正面に向けたま
ま、右の口角と目線を
を上げる。
反対側の口角と目線
を上げる。
左右５秒

2

•1

「ＨＯＴスナップ」とは？
総合テレビ平日夕方６時１０分から放送している
ニュース・情報番組「おきなわＨＯＴｅｙｅ」の中で、
皆様からお送りいただいた写真をもとに、その日の
県内各地の様子をご紹介するコーナーです。

中道 洋司 出 身 地：東京都
担当番組：ニュース・中継・リポート

なかみち ようじ

番組史上初！「沖縄県 宮古島地方の旅」を終えて
旅が趣味の私ですが、沖縄局に赴任して３年間でおよそ９割の有人島をめぐりました。気づ
いたことは、それぞれの島に豊かな自然が広がり、魅力あふれる島の人々が生活していると
いうこと。「そんな沖縄の島々の魅力を全国に発信したい！」と思っていた時、全国をめぐる公
開ラジオ番組「旅ラジ！」のディレクター兼ＭＣを担当することになりました。
今年度は、番組１３年目で初めて、宮古島地方をめぐる旅をしました。伊良部島ではカツオ漁
とアギヤー漁、池間島ではミャークヅツ、そして宮古島では宮古島まもる君についてそれぞれ
お伝えしました。（多良間島もめぐる予定でしたが、悪天候のため放送が中止となりました。多
良間のみなさん、ぜひ次の機会にお会いしましょう！）

いずれも非常に寒い中での公開放送でしたが、多くの
方に足を運んでいただきました。会場のみなさんと一
緒に全国へ島の魅力をＰＲでき、楽しい時間を過ごせ
ました。ありがとうござい
ました。来年度も「旅ラ
ジ！」は沖縄県にやってく
る予定です。ぜひ、会場に
お越しください！

さぁたぁちゃんの取材日誌

これまでの
スナップ

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

ＢＳプレミアム

組踊「護佐丸敵討」から阿麻和利

眞境名 正憲
組踊名場面集

2月4日[日]
午後1:05　総合

あ な た の 声 と 受 信 料 で 公 共 放 送 N H K

22018
february
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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4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

今
月
の
お
す
す
め
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組
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「眞境名正憲
      組踊名場面集」

午後1：05
沖縄県域総合2月4日［日］

沖縄県の旅の放送は、
３月26日(月)～30日(金)午前7:45
４月２日(月)～６日(金)午前7:45

　伝統組踊保存会会長の
眞境名正憲氏の独演会が
国立劇場おきなわで開か
れました。
　正憲氏はこの舞台で、
沖縄芸能の最大の功労者
であった師・眞境名由康
の創作組踊「人盗人」や、
玉城朝薫の名作組踊「護
佐丸敵討」などの名場面を
演じて存在感を示しまし
た。
　眞境名正憲氏の舞台か
ら、本人へのインタビュー
も交えて組踊名場面をダ
イジェストでお送りします。

（2016年秋の旅より）

昔、宮古島の森に、通りかかる牛や
馬、人さえも食べてしまう大グモがい
ました。困った長老は首里から遣わさ
れていた剣の達人に退治を頼みます。
大グモと戦うことになった達人は一計
を案じて・・・。魔よけのおまじないの
元となったお話です。

いよいよ3月26日から沖縄県を出発して、
2018春の旅が始まります。「大グモ退治」

2月2日[金] 2月16日[金]

沖縄県域
午前7：25

あめあめふれふれ母さんが～。これを
宮古島出身のミュージシャン下地勇さ
んが、生まれ育った土地の言葉で歌い
ます。歌の合間には下地勇さんによる
解説も入ります。言葉が分からなくて
も大丈夫。一緒に歌ってみてください。

「あめふり」
（宮古島バージョン）

Eテレ

　　　

“地域再生請負人”
　　ラオスでの挑戦
　～人が変われば地域は変わる～　　　

都市の経済成長が進む一方、発展から取り残され
る地域との格差は広がるばかり。そんな中、沖縄
で過疎地の人々とともに数々のヒット商品を開発
し、地域を再生させてきた男性がいます。生協に
勤める石原修さん（58）。石原さんは現在、東
南アジア・ラオスの小さな農村で、“ラオラオ”
という、泡盛そっくりな地酒の商品化に奮闘中。
「人が変われば地域は必ず変わる！」沖縄を飛び
出し、ラオスで挑戦を続ける“地域再生請負人”
に密着します！

九州・沖縄
午後7:30

2月2金
日

総合

12月に九州沖縄地方で放送されてご好評をいただ
いた「首里現代音宴」が、BSプレミアムで全国放
送！さらに英語版がNHKワールドTVで海外に放送
されます！！
「首里現代音宴」は、首里城復元25周年とNHK沖
縄放送局の前身・OHK(沖縄放送協会)設立50年を
記念して、首里城下之御庭で行われた一夜限りの
スペシャルステージです。激動の歴史のなかで喜
びも悲しみも歌にしてきた“歌の島”沖縄の名曲
の数々を、美しくライトアップされた首里城を舞
台に、沖縄ゆかりのアーティストが歌います。
出演は、「島唄」の大ヒットで知られ沖縄音楽の
未来のために活動する宮沢和史さん、SPEEDのメ
インボーカルとして活躍した島袋寛子さんなどの
豪華メンバーです。是非ご覧ください！

募集
中！

みなさんの「こころの風景」にまつわる
エピソードをお待ちしています。

詳しくは番組HPまで。
http://www4.nhk.or.jp/kokorotabi/

お手紙締め切り:2月12日（月）

午後10:50
2月25日日

全国放送
午前8:10
2月11日日

国際放送
（英語版）

全国・国際放送が決定！！！

ラオスで奮闘する石原修さん

伝統のある酒造りのようす泡盛そっくりの“ラオラオ”ができた！はたして石原さんの想いは伝わるのか

沖縄
ラオス
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