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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/

▽これまでの放送
　4月20日［金］　きんくる「ＨＹが歌う　島ぬ大自然」
　4月23日［月］～25日［水］　おきなわＨＯＴｅｙｅ中継キャラバン　ほか
▽これからの放送
　「ＨＹと考えよう、ヤンバルノコト　奏でよう、ヤンバルノオト」（仮）
　　8月31日［金］　午後7：30　総合 沖縄県域
　　9月1日［土］　午前7：35（再）　総合 沖縄県域
その他やんばるや西表島などの
大自然を撮影中！
お楽しみに♪

マグロステーキバーガー

1 マグロに塩コショウをまぶす。

2
フライパンにオリーブオイルを入れ、1の
マグロを両面焼く。
両面焼けたら、いったんフライパンから
出す。

4 バンズに、レタス、トマト、3をのせ、
ケチャップとマヨネーズをかければ完成。

3
残ったフライパンで目玉焼きを作る。
目玉焼きに火が通ってきたら、目玉の部
分を潰し、2のマグロステーキをのせる。
両面しっかり焼く。

作り方

ポイント マグロと卵を一緒に焼くことで、マグロの生臭さが抑えられる。

薬膳ポイント
・クワンソウ
通年とれる島野菜で、「眠り草」とも呼ばれる。体にこもった熱
を外に出し、寝つきを良くする効果が期待できる。

・ゴーヤー　体の熱をとる。
・鶏肉　汗をかいて消費したエネルギーを補う。

監修：那覇市 鮮魚店　上原 一心さん

【材料　１人分】
マグロ（厚切り） 一切れ
卵 一個
バンズ（パン） 一組
レタス 適量
トマト 適量
ケチャップ 適量
マヨネーズ 適量
塩コショウ 少々
オリーブオイル 適量

監修：国際中医薬膳師 宮國 由紀江さん

クワンソウ茶漬け

1 かつおだしにクワンソウを入れて５分ほどおく。

2 残りの調味料を入れてひと煮立ちさせる。

作り方

～クワンソウだし～

1 フライパンで油を熱し、らっきょう、しょうがを
香りがでるまで炒める。

2 とりミンチ、ゴーヤーを入れ、しょうゆ、みりんを
加えて2分程炒める。

3
ごはんを盛り付けたどんぶりに炒めた具材、ボイル
したレタスをのせ、最後にクワンソウだしを注ぎ出
来上がり。

～お茶漬け～

【材料　２人分】
～クワンソウだし～
クワンソウ茶葉 ３ｇ
かつおだし ６００ｃｃ
しょうゆ 大さじ１
みりん 小さじ１
酒 小さじ１
おろししょうが 小さじ１

～お茶漬けの具～
サラダ油 大さじ１
とりミンチ ２００ｇ
しょうが（みじん切り） １かけ
島らっきょう（みじん切り） １かけ
ゴーヤー（１センチ角にカット） ５０ｇ
しょうゆ 大さじ２
みりん 大さじ２
レタス（ボイル） ４０ｇ
ごはん 適量

畑山 弥保キャスター

平日午前11：45

中道 洋司
なかみち ようじ

アナウンサー

高知局に転勤しました。初任地・沖縄で、縁もゆかりもなかった私を受け入れてくれた
すべての方に感謝しています。
県内の有人島をほとんど巡りました。土地ごとに島の言葉や祭りがあることを知りま
した。家では沖縄の食材を使ったチャンプルーづくりに挑戦しました。歌三線を習い、
民謡やポップスをほんの少し演奏できるようになりました。普段の会話では、話し方が
沖縄風になっていることもありました。
私ができる沖縄への恩返しは、いままで感じ取ったことを県外の人たちに語り、沖縄に
関心をもってもらうことだと思います。高知でもベストを尽くします。いままでありがと
うございました。

さぁたぁちゃんの取材日誌

沖縄から高知へ ４年間ありがとうございました

我如古 梨乃
キャスター

CONCEPT

EVENT

PROGRAM

ショートムービー

公開中!

MOVIE

やんばるや西表島でしか
見られない固有種や、世
界に誇るおきなわの自
然をショートムービーで
お届けします。

８月９日（木）に、「ＨＹと考えよう、ヤンバルノコト 奏でよう、
ヤンバルノオト」を国頭村で開催しました。ＨＹのメンバーと
県内の小学生のみなさん約６０名とともに、ビーチクリーン
活動やイノー観察会、拾ったごみで楽器を作り、ＨＹスペシャ
ルステージで演奏を行いました！

参加されたみなさま、ありが
とうございました。

ビーチクリーン活動 イノー観察

拾ったごみで楽器作りHYによるスペシャルステージ

最後はみんなで記念撮影！

約500人！大盛り上がり！

in
国頭村

HYが歌う
テーマソング

「世界」「世界」
おきなわHOT

eyeで

放送中!

このもようは 総合テレビ 8月31日（金）午後7：30 、
9月1日（土）午前7：35（再） に放送します。お楽しみに！
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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

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

～
～

月の9 関連番組沖縄
 8月31日（金） 午後７：３０ HYと考えよう、ヤンバルノコト　奏でよう、ヤンバルノオト（仮）
 １日（土） 午前7：35 HYと考えよう、ヤンバルノコト　奏でよう、ヤンバルノオト（仮）
 １日（土） 午前10：0０ 第８５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
 １日（土） 午後０：３０ 第８５回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール沖縄県コンクール　中学校・高等学校の部
 ７日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 ９日（日） 午後６：００ 猫のしっぽカエルの手　沖縄
 １４日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「伊平屋島のうば捨て山」
 １４日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～
 ２８日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「夕焼け小焼け」
 ２８日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中倶楽部―９月号―
 ２８日（金） 午後７：３０ 沖縄の歌と踊り「古典に魅せられて ～女性演奏家の競演～」

総合

総合

Eテレ

Eテレ

FM

Eテレ

Eテレ

総合

Eテレ

ラジオ第１

総合

再放送

沖縄県域 午前7：25Eテレ

豊里 美保 親川 遥 知念 幸代 島袋 奈美

沖縄県域総合

午後7:309月28日

昔々、伊平屋島で厳しい日照りが続いた年のできごとです。
口減らしのため61歳以上のお年寄りを山に捨ておくよう
におふれが出され、ある男が、悲しみながらも還暦を迎え
た母親を山に捨てに行きました。自分が捨てられるという
のに母親は、帰り道に息子が山道に迷わないよう、 花びら
をちぎって目印として道に一枚一枚捨てていくのでした。
その姿を見た息子は・・。

京都・大原から、イギリス出身のベ
ニシアさんの手づくりの暮らしを楽し
む番組です。ベニシアさんはこの夏
数年ぶりに沖縄へ。熟練の焙煎技師
が 8 年かけて育て上げたコーヒー農
園を訪ね、100％沖縄産のコーヒー
をつくりたいという思いから生み出さ
れた、貴重な一杯を頂きます。大宜
味村で食堂を営む友人と再会し、地
元ならではの黒糖を使った料理を堪
能。さらに、昔ながらの製法で黒糖
を作る職人の元へ。サトウキビの搾
り汁のみから生み出された純黒糖の
味に感動します。

「伊平屋島のうば捨て山」

14日[金]

「♪夕焼け小焼けで日が暮れて 山のお寺の鐘がなる」童謡
セレクションは、懐かしさがただよう童謡「夕焼け小焼け」を、
シンガーソングライター・比屋定篤子さんが地元那覇の言
葉で歌います。

童謡セレクション「夕焼け小焼け」

28日[金]
王朝時代の流れを汲む組踊や古典舞踊の分野で、最近、女性の実演家が活躍して話題に
なっています。「立方」（踊り手）だけでなく、難曲とされる古典音楽を演奏する「地謡」
にも女性の進出が著しいのです。
番組では、４人の女性演奏家を取り上げ、古典音楽の道に入った動機やその魅力を語っ
てもらいながら、おなじみの名曲を熱唱していただきます。

今年で８５年目を迎える歴史ある合唱コンクールです。
沖縄県コンクールから、小学校の部１６校、中学校の部９校、高等
学校の部１校と１組（２校の合同）の演奏をお送りします。

古典に魅せられて ～女性演奏家の競演～

9月9日[日] 全国放送 午後6：00Eテレ

コーヒー農園

友人と再会

ベニシアさんの散歩

黒糖作り見学

今年の課題曲

沖縄県コンクール

9月1日[土] 沖縄県域Eテレ

作詞：工藤 直子
作曲：松下 耕

「出 発」
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：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

● 小学校の部 午前10：00～
● 中学校・高等学校の部 午後  0：30～

今
月
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め
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!


