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奄美・琉球
“奇跡の島々”の素顔に迫る！
8月31日【金】総合 九州沖縄

奄美・琉球
“奇跡の島々”の素顔に迫る！
8月31日【金】総合 九州沖縄

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

モーウイのらっきょう酢漬け

1 モーウイは皮をむき、縦に割って種の部分を
取り除く。

2 ５ミリ程度に切り、塩ふたつまみまぶして、
15分～20分置く。

4 半量に分けてチャック付きの袋に入れ、砂
糖をまぶす。

5 それぞれの袋に残りの材料を入れて混ぜ、
冷蔵庫で４～５日おく。

3 透明になるまで固くしぼる。

作り方

ポイント
まれに苦いモーウイがあるため、調理する前に両端をカットして
味見してみると良い。
冷蔵庫で２０日保存ＯＫ！常備菜におすすめ♪

顔ヨガ
1

2

「あ・り・が・と・う」と口を大きく動かす。
「あ」：大きく口を開ける。
「り」：口角をあげてニッコリ。
「が」：大きく口を開ける。
「と」：鼻の下とあごを、長く伸ばす。
「う」：唇を前にとがらせ、口周りに力を入れる。
最後はニッコリとスマイル。

「ありがとう」 シンクロノーズ

・鼻をつまんで引っ張ることでストレッチ！
鼻筋スッキリに！

ダイナミックに口を動かすココを
意識！

口角もしっかり
上げる

ココを
意識！

1 ニッコリ笑い、鼻をつまんで引っ張る。
左右交互に５秒ずつ・

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

1 1

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。

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

監修：だしソムリエ 山城 尚子さん
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【材料】
・モーウイ 大１本
・塩 適量

～ピンク～
・砂糖 ３０ｇ
・ドラゴンフルーツ（赤） ５０ｇ
・シークヮーサー液 大さじ１
・らっきょう酢 ２００ｃｃ

～黄色～
・砂糖 ３０ｇ
・うっちん粉 小さじ１
・シークヮーサー液 大さじ１
・らっきょう酢 ２００ｃｃ

畑山 弥保
キャスター

乾しいたけ入りクーブイリチー

1
ダシを取るのに使った乾しいたけの実を、せん切りに
する。
水で戻した昆布もせん切りにする。カマボコは細め
の短冊切りに。
豚肉は食べやすい大きさに切る。

2
フライパンでごま油を熱し、豚肉の色が変わるまで炒
める。
１の乾しいたけ、昆布を加えて、さらに炒め合わせる。

4 昆布が柔らかくなったら、お皿に盛り付けて完成！

3 A：調味料と、カマボコ、ラードを加えて昆布が柔らかく
なるまで煮る。（約１５分～２０分）

作り方

◆乾しいたけのダシの取り方
　・乾しいたけは冷水につけ一晩冷蔵庫で置く。一晩置けば完成！

【材料　５人分】
乾しいたけ 中５枚
昆布（水で戻す） 60g
カステラカマボコ 60g
三枚肉 250g
A：調味料
　かつおダシ 160ml
　乾しいたけのダシ 80ml
　酒 大さじ２
　砂糖 大さじ１と1/2
　醤油 大さじ３
ごま油 大さじ２
ラード 大さじ２

我如古 梨乃
キャスター

平日午前11：45

・顔全体を動かすことで血流が良くなり、
顔が引き締まる！

～

月の8 関連番組沖縄
 ３日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「モーイ親方の勉強法」
 ３日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 ７日（火） 午後１１：００ デザイン トークス+「デザインハンティング イン沖縄」
 １７日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「浦島太郎」
 ２０日（月） 午後８：２０ ワイルドライフスペシャル「奄美琉球原始のウサギとヤマネコ進化の謎を解く」
 ２５日（土） 午前１０：５０ 沖縄の歌と踊り　旧盆特集「阿波連本啓・宇根伸三郎 創作舞踊集」
 ３１日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「執心鐘入」
 ３１日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中倶楽部―8月号―
 ３１日（金） 午後７：５７ 奄美・琉球 “奇跡の島々”の素顔に迫る！
 ３１日（金） 午後１１：００ にっぽんの芸能「沖縄 いのち輝く歌舞の島」

Eテレ

FM

Eテレ

Eテレ

ＢＳプレミアム

総合

Eテレ

ラジオ第１

総合

Eテレ

細田 史雄
ほそだ ふみお

アナウンサー

５年ぶり３度目の沖縄です。
戻って早々に、優しい台風の出迎えを
受けました。にふぇーでーびる。単身
赴任も解消したことですし、家族を大
事に、元気で楽しく過ごしたいと考え
ています。
●今、熱中している事は？
熱中というほどではありませんが、単
身赴任期間中に料理のレパートリー
が増えました。
次に目指すは、ふわとろのラフテー
（もちろん圧力鍋は使いません！）
●学生時代に熱中した事は？
スキューバダイビング
●とっておきのうちなーむん
やっぱり、海でしょうか。
気がつけば、３０年以上沖縄の海に
潜っています。

出身地：東京都かな？親も転勤族
　　　　だったので、一カ所に
　　　　７年以上住んだことが
　　　　ありません。
担当番組：なんでも
趣味：ダイビング、マラソン、登山、
　　　読書（SFとファンタジー、
　　　ホラーに限る）

竜田 理史
たつた まさし
アナウンサー

日々のニュースにしっかりと向き合
い、報道を担えるアナウンサーになり
たいです。
中継やリポートをたくさん作りたいと
いう思いでやって来ました。ジャンルは
問わず、沖縄に暮らしてみて感じたこ
と、疑問に思ったことを自然な言葉で
表現したいです。表現力を磨いて、朗
読やナレーションにも挑戦するぞ！
●今、熱中している事は？
三線です！沖縄に来て、始めました。
楽器は未経験で先は長そうですが、
自分なりのペースで少しずつ覚えよう
と思います。
●座右の銘
夜明け前が一番暗い。
辛いと思う時こそ、もうすぐ切り抜け
られると信じて踏ん張ります。

出身地：東京都
担当番組：ニュース・中継・
　　　　　リポート
趣味：鉄道の旅、
　　　ボート競技 (レガッタ)、
　　　合気道

さぁたぁちゃんの取材日誌

ＮＨＫ沖縄放送局では、４月から「誇らしゃや 島ぬ大自然」と題して、沖縄の自然を
見つめるキャンペーンを展開しています。様々な番組やイベントを通してその素晴ら
しさを再発見するとともに、世界に誇る沖縄の自然を生かし、守り、未来へ受け継ぐ
にはどうすればいいのかを考えます。

特設ホームページで、番組情報やショートムービーを公開中！
ぜひご覧ください♪
URL：http://www.nhk.or.jp/okinawa/fukurashaya_shizen/

新人

うま味のトライアングルでうま味 UP↑
しいたけ：グアニル酸

昆布：
グルタミン酸

豚肉：
イノシン酸
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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10月26日となります。

口座・クレジット払いを利用すると…

NHKでは事業運営のパートナーとなる企業を募集しています

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

詳細HP
www.nhk.or.jp/boshu/

お問い合わせ
NHK沖縄放送局営業部 098-862-5151
（平日　午前10：00～午後5：00）

放送受信料契約・収納業務業務
内容 全業種対象

企業戦前から戦後にかけて琉球舞踊や沖縄芝居で活躍した阿波連本啓と宇根伸三郎。
２人が残した個性あふれる創作舞踊は、いまなお踊り継がれている人気の演目です。
本啓の農家の暮しを舞踊化した「豊年」、海に生きる男たちを描いた伸三郎の「大漁」、
対照的な踊りを中心にその創作舞踊の魅力を紹介します。

人々をひきつけてやまない沖縄の海。「神の島」で
海に祈りを捧げる人々、「海からのボーナス」にわ
く小さな島の夏の一日、約７０年前に米軍の上陸
地点となった岬の物語などを通して、人々と海と
の深い絆をみつめていきます。

沖縄県域総合

九州沖縄総合

全国放送
総合

午前10:508月25日

16日（木） 午後１１：４５

阿波連本啓・宇根伸三郎
創作舞踊集

旧盆
特集

「基地の街」「音楽の街」沖縄市コザに俳優の青木崇高さんが潜入。名物おばあの食堂では豪
快な笑い声に圧倒され、元キャバレーのホテルで思わず興奮。コザ出身のフォークシンガー・
佐渡山豊の熱唱に感動！ベトナム戦争の頃から続くバーや暴動が起きた場所を訪れ、基地に
直面するコザの歴史や苦悩を知ります。

舞台は、「ゆいレール」。真夏の強烈な太陽の
空の下、古くから伝わる焼き物や、沖縄の心を
歌い続ける店主の沖縄料理店での客とのふれ
あい、世界遺産・首里城などを、ゆいレールが
空中を飛ぶような写真で切り取っていきます。

17日（金） 午前１０：３０

24日（金）
午後７：００

27日（月） 午前１０：４５
“おばあ”の健康の秘けつは、生で飲む「ゴーヤージュース」と搾りかすの「煮物」。琉球料理店か
らは涼やかに上品にいただく「ゴーヤーの揚げだし」など、家庭で作れる簡単料理が盛りだくさ
ん。「極上のヒトサラ」に挑むのは那覇市のシェフ。ゴーヤーの苦みを生かしたフレンチとは！？

世界自然遺産登録を目指す奄美大島・徳之島・沖
縄本島北部のやんばる地域、そして西表島。数百
万年という太古の昔に大陸から分離し、その後、
独自の生物進化が起きたこの地域には、日本の他
の地域には見られない亜熱帯ジャングルやマング
ローブの絶景、そして、アマミノクロウサギやイリ
オモテヤマネコなど、希少な固有種があふれてい
ます。鹿児島と沖縄にまたがるこの奇跡の島々の
魅力をやんばるの特設スタジオから豪華ゲストとと
もに紹介。家族で楽しめる自然エンターテイメント
番組です。

ゴーヤー ～沖縄県那覇市周辺～

沖縄都市
モノレール線

復元２５周年を記念して首里城で開催した公開収録の模様
をお届けします。激動の歴史を歩みながら、喜びも悲しみ
も歌にしてきた“歌の島”沖縄。名曲の数々を、沖縄ゆか
りのアーティストが歌うステージです。出演歌手の沖縄へ
の特別な思いにも迫ります。
出演：宮沢和史、島袋寛子、ネーネーズ、仲宗根創　ほか

21日（火） 午後４：００

貝をあしらった螺鈿（らでん）や、漆で立体的な文様を表現する堆錦（ついき
ん）など独特の加飾技法は、琉球王国時代から今も受け継がれています。伝
統のワザを用いながら、よりカジュアルに、モダンに変身した漆器を小野ゆ
り子さんがリサーチ。

21日（火）午後7：3０　 28日（火）午後０：００

27日（月）
午後3：００

王様の漆器をあなたの食卓に ～沖縄 琉球漆器～

廃ビンを再利用するのが伝統で、気泡が入っているものが多い琉球ガラ
ス。中でも「泡ガラス」と呼ばれるものは、器の全面が泡で覆われ、独
特の清涼感にあふれています。沖縄ガラスの魅力を中越典子さんが探り
ます。

やさしさを泡にこめて
～沖縄 ガラス製品～ 28日（火）午後７：３０

9月4日（火）午後０：００
鮮やかな色彩を特徴とする沖縄の紅型（びんがた）。その驚くべきワザと
は？太平洋戦争により大きな打撃を受けたものの、職人の努力により受け
継がれた紅型。復興への並々ならぬ情熱とは？野村佑香さんが探ります。

南国の色と
風を映す
～沖縄 紅型～

沖縄の魅力がつまった

番組を一挙再放送！
沖縄の魅力がつまった

番組を一挙再放送！

〈その他のスケジュール〉
１６日（木）午後 ３：００ 発見！体感！にっぽん水紀行
 「湧き水あふれる亜熱帯の島」
２２日（水）午前１１：１０ うちなーであそぼ
 「浜辺の歌」（宮古島バージョン）
２３日（木）午前１１：１０ うちなーであそぼ「御嶽の木々の始まり」

２４日（金）午前１１：１０ うちなーであそぼ
 「山がめと黒うさぎ」
２４日（金）午後 ３：０５ Medical Frontiers Special
 「ニッポン 長寿食の秘密～沖縄～」
２８日（火）午後 ４：３０ 美の壺「沖縄の三線」

8月31日（金）
午後7：57

79年前、モンゴル東部の大草原で、日ソ両軍が激戦を繰り広げたノモンハン事件。ソ連軍が
大量投入した近代兵器を前に、日本は２万人に及ぶ死傷者を出しました。今回ＮＨＫは、ロシ
アで２時間に及ぶソ連軍の記録映像を発掘。４Ｋで精細にスキャンした映像を「ＡＩによる自
動カラー化技術」で鮮やかに着色し、戦場の実態を現代によみがえらせます。敗北はどのよう
にして隠され、失敗は繰り返されたのか。映像と証言から迫ります。

8月15日（水）
午後7：30

「大漁」「豊年」

出演

ジョン・カビラ

原西 孝幸（FUJIWARA）

小島 瑠璃子

渡邉 蒼

08/06(月)  午後10：００ 被爆地 残された問い
  ～見えない謎と向き合った73年～
08/11(土)  午後９：００ ルソン島“最後”の記録
  ～ある衛生兵が見た戦場～
08/12(日) 午後９：００ 私たちは見捨てられた
  ～戦争孤児たちの戦後史～
08/13(月) 午後１０：００ 船乗りたちの太平洋戦争
  ～犠牲者6万人 命の記録～　 ほか
　　　　　　　　　　　　　　（放送日・内容は変更の場合あり）

（放送日・内容は変更の場合あり）
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