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畑山 弥保キャスター
【材料　２人分 ・ ４個】
ンスナバーの葉 4枚
<肉ダネ>
合挽き肉 150g
玉ネギ（みじん切り） 40ｇ
ニンニク 1片
パン粉 大さじ3
塩 小さじ1/4
牛乳 大さじ1.5
コショウ 少々
<調味料>
カットトマト(缶) 200g
ケチャップ 大さじ1と1/2
ウスターソース 大さじ1/2
砂糖 小さじ1
固形チキンコンソメ 1個
水 300～400cc

パセリ 適量

トマトで煮込む・ンスナバーロール

作り方

1

2

4

ンスナバーは塩を入れた湯で1分ほどゆでた後、冷水にとって
しぼっておく。
茎と厚みのある芯はそぎとり、細かく刻む。

ボウルに肉ダネの材料、刻んだンスナバーの茎と芯を加えて
よく混ぜ合わせ、４等分にする。

鍋に3の巻き終わりを下にして並べる。<調味料>の材料を加
え、強火にかける。

3 １のンスナバーの葉に２のタネをのせて４個分包む。

6 煮えたら器に盛り、お好みでパセリを散らす。

5 煮立ったら中火にして落し蓋をし、さらに鍋の蓋をして15分
煮る。

絶えることなく収穫できることから、和名では「不断草」と呼ばれるンスナバー。
加熱すると「ンス（味噌）」のような色になることから方言名ではンスナバーと呼ばれます。

 ４日（金） 午後６：0０ 沖縄ミュージックジャーニー
 ５日（土） 午後３：００  Ｂ.ＬＥＡＧＵＥ「千葉ジェッツｖｓ琉球ゴールデンキングス」
 １１日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「ハマウッチカッチンバーマー」
 １１日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「“王者”への挑戦～キングス「改革元年」の記録～」
 １１日（金） 午後８：１５ ラン×スマ～街の風になれ～「出張 教えて！金さん！in沖縄」
 １３日（日） 午後1：0５ Ｂ.ＬＥＡＧＵＥ「チャンピオンシップ  琉球ゴールデンキングス戦」
 13日（日） 　午後10：00 KARATE1  プレミアリーグ  ロッテルダム大会・ラバト大会
 １５日（火） 午後９：３０ 趣味どきっ！  私の好きな民藝「喜如嘉の芭蕉布」
 １８日（金） 午後７：３０ 沖縄の歌と踊り「八重山の芸能・前編～沖縄県かりゆし芸能公演から～」
 １８日（金） 午後７：３０ 美の壺「芭蕉布」
 １９日（土） 午前７：３５ ラン×スマ～街の風になれ～「沖縄の人気バンドHY 故郷を走る！」
 ２２日（火） 午後９：３０ 趣味どきっ！  私の好きな民藝「読谷山焼・琉球ガラス」
 ２５日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ選「きらきら星」（八重山バージョン）

※放送日時・内容は変更する可能性があります。
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会　場 石垣市民会館
（石垣市浜崎町１丁目１-２）

放送予定 平成３０年７月８日（日）午前８時３０分～午前９時 ＜ＢＳプレミアム＞
［再放送］平成３０年７月１０日（火）午前１１時１５分～午前１１時４５分 ＜ＢＳプレミアム＞

問合せ先 ＮＨＫ沖縄放送局　電話　０９８－８６５－２２２２　（平日　午前９時～午後６時）
石垣市民会館　　 電話　０９８０－８２－１５１５　（平日　午前９時～午後５時）

観覧申込 入場無料。以下のＮＨＫサイトの専用申し込みフォームから、４人までの希望人数を入力のうえお申し込みください。
［ＰＣ・スマホ］ http://www.nhk.or.jp/okinawa/

＊お申し込みは、お１人様１件に限らせていただきます。
同一住所・同一電話番号・同一メールアドレスでの重複申し込みはできません。複数お申し込みいただいても、１件とし
て取り扱います。（マンション・アパート名、部屋番号まで正しくご入力ください。）
＊架空の応募者情報、もしくは応募者本人以外の住所、名前、電話番号、メールアドレスでのお申し込みはお断りします。
＊１歳以上のお子様から入場整理券が必要です。
＊応募多数の場合は抽選のうえ、当選された方にはご希望人数が入場可能な入場整理券を５月３０日（水）に東京から発送し
ます。
また、落選された方には５月３１日（木）午後３時以降に落選通知メールをお送りします。
＊インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的としたお申し込みであると判明した場合は抽
選対象外とします。また、売買が確認された場合は入場をお断りします。

締め切り 平成３０年５月１７日（木） 午後１１時５９分web
応募

出演予定 どーもくん、うさじい、たーちゃん、ななみちゃん、まひ☆るな　ほか
ゲスト／鈴木翼（うたあそびのおにいさん）

平成30年66月1717日 日 開場 午後2時30分 開演 午後3時 終演予定 午後4時

in石垣市

募集中！
入場無料公 開 収 録

　どーもくんやその仲間たちと
BSキャラクターななみちゃんが
繰り広げるお芝居や、楽しいゲス
トのパフォーマンス、客席の親子
が一緒に遊ぶコーナーなどを
ご家族で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。

※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。

平日午前11：45 顔ヨガ

1「にっ・にっ・にこにこ・にっ・にー」と口ずさむ。
「に」と発音するときは、口角をきゅっと上げる。
「っ」「こ」の時は、口を普通の状態に戻す。
これを、「にっ・にっ・にこにこ・にっ・にー」と繰り返す。

にっにっにこにこ
口角UP

舌ワイパー
あごの下のむだな肉解消

・「に」と発音する
ことで、口角が
きゅっと上がり、
良い印象の顔に！

・左右に動かすことで、あごと
舌の筋肉が動かされ、あごの
周りの筋肉が鍛えられる！

「っ」と「こ」の時は、
リラックス

ココを
意識！

舌を移動させるとき、
舌先が下がらないように

ココを
意識！

1 頭を後ろに倒す。
あごを持ち上げて
喉をのばす。
舌を出して舌先を三
角に尖らせ、舌を上
に持ち上げる。
舌をゆっくり左右に
移動させる。
１往復を２回
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4

2

•

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん
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。

作詞：越智 志帆（Superfly）
作曲：越智 志帆／蔦谷 好位置
編曲：大田 桜子

「Gifts」
作詞：工藤 直子
作曲：松下 耕

「出 発」
作詞：つんく
作曲：上田 真樹

「ポジティブ太郎
  ～いつでも始まり～」

小学校
の部

中学校
の部

高等学校
の部

平成
30年8月7日（火）
開　場 午前10時
会　場 浦添市てだこホール（浦添市仲間１丁目９－３）
申し込み 沖縄県コンクールへ参加ご希望の学校は、ＮＨＫ全国学校音楽

コンクールのホームページをご確認ください。
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３０年６月２２日（金）必着

開　演 午前10時15分 終演予定 午後６時

放送予定 未定（詳細は決まり次第ホームページなどで
お知らせします。）

問い合わせ 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
　http://www.nhk.or.jp/ncon/
ＮＨＫ沖縄放送局ホームページ
　http://www.nhk.or.jp/okinawa/

＊参加校数によって時間が前後する場合があります。

今
年
の
課
題
曲沖縄県コンクール

募集中！
入場無料

金賞を受賞した学校は、九州・沖縄ブロックコンクールに出場していただきます。

監修：徳元 佳代子さん

生中継

生中継

Go! Go!
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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

5月11日 沖縄県域総合

総合
平日 夕方6:10

300年ほど前、勝連半島に、王様からハマウッチという地域のまとめ
役をおおせつかった、前浜三朗という男（あだ名がカッチンバー
マー）がいました。ある年、海の荒れた状態が続き、どこの地域も不
漁に見舞われてしまいます。しかし、カッチンバーマーのいる津堅島
だけは大量の魚介類を納めてきました。不思議に思った国王が偵察
を命じると・・。

「ハマウッチカッチンバーマー」

5月11日[金]

沖縄県域 午前7：25
Eテレ

全国放送 午後9：30Eテレ

八重山の芸能・前編 ～沖縄県かりゆし芸能公演から～

“王者”への挑戦
～キングス「改革元年」の記録～

キング

チャンピオンシップ直前スペシャル

夏花節 白保口説

どこよりも「ホット」に　沖縄の今を伝えます
どこよりも「ホット」に　沖縄の今を伝えます
どこよりも「ホット」に　沖縄の今を伝えますどこよりも「ホット」に　沖縄の今を伝えます

田中 美音

出身地：東京都
趣味：スキューバダイビング、
イタリアンレストラン巡り
日々沖縄で起こっているこ
とや、ほっこりする地域の
話題などをお伝えするなか
で、少しでも皆さんのお役
に立てれば幸いです。大学
時代からお世話になってい
る沖縄で、キャスターとし
てしっかり使命を果たし、
恩返しが出来るように、ま
ずは日々のニュースを正確
に、わかりやすく伝えるこ
とを目標に頑張ります！

堀越 将伸 内原 早紀子 斎藤 綾乃

視聴者の皆さん
の写真を、毎日
番組の最後にご
紹介！
県内の日々の表
情、季節の彩り。
まるでみんなで
作る絵日記みた
いです！

「沖縄県かりゆし芸能公演」は、沖縄伝統芸能の継承と育成を目的とした若手実演
家を中心とした舞台公演で、２０年以上の歴史を持っています。今回は、今年１月
に行われた、八重山古典民謡保存会の横目博二・貞子研究所の皆さんの公演です。
八重山の代表的な歌と踊りを2回にわたってお楽しみください。

バスケットボール・B1西地区で初優勝を決めた琉球ゴールデンキン
グス。上位8チームで戦うチャンピオンシップに進出します。
昨シーズンは準々決勝で敗退しましたが、今シーズン就任した佐々
宜央ヘッドコーチのもとチームは大改革を遂げ、上位進出が期待さ
れています。番組ではシーズン序盤から継続的にチームを取材。
キングス快進撃の秘訣や、強豪との連戦が続くシーズン終盤の戦
いを解説者やブースターの皆さんと徹底解剖し、翌日から始まる
チャンピオンシップを展望します。

新

5月15日［火］

旅人：知花くらら

シリーズ「私の好きな民藝」

5月22日［火］

旅人：藤井フミヤ

おすすめコーナー

台風やミーニシ
など、沖縄の季
節にまつわる話
題と気象情報を
詳しく、わかり
やすく、そして
楽しくお伝えし
ます。

おすすめコーナー

週末の県内各地
の様々なイベント
を一気に紹介！
特 に 本 島 とは
違った離島なら
ではの地域行事
の話題がおスス
メです！

おすすめコーナー

「HOTスナップ」や「気象歳時記」はホームページでも紹介中♪

はじめまして！

キャスターキャスター

アナウンサーアナウンサー キャスターキャスター 気象予報士気象予報士

VS
キングスはシーズン最終節、今年の天皇杯で連覇を果たした強豪・千葉ジェッツと戦い
ます。今シーズンは２試合を戦い１勝１敗。第２戦では、4Qを終えた時点で同点。大接
戦の末、延長戦でなんとか勝利を挙げた難敵です。チャンピオンシップで勝ち進めば戦
う可能性がある千葉を相手に、最終節に勝ってチャンピオンシップに向けた弾みをつけ
られるか。アウェーゲーム、BS1でぜひお楽しみください！

地区優勝した今季は、地元・沖縄での準々決勝開催。２勝すると準決勝進出ですが、２日目の第２戦を終えて
１勝１敗だった場合は、直後に第３戦を行います。準決勝進出が決まる２日目の模様を、ＮＨＫではすべてお伝
えします。熱き戦いをどうぞお楽しみください！

5月5日［土］
全国放送 午後3：00

5月13日［日］ 沖縄県域 午後1：05総合

琉球ゴールデンキングス チャンピオンシップ進出決定！

5日・13日の
注目ポイント
をご紹介

スポーツ担当
黒住駿アナウンサー

午後7:30

5月18日 沖縄県域総合

午後7:30

今
月
の
お
す
す
め
番
組

!
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