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２０１８年１２月１日
いよいよ本放送開始。

・超高精細な映像を、身近に楽しんでいただけるチャン
ネルです。
・画質は今のテレビの４倍です。
・地上波や衛星波から選りすぐった番組を、４Ｋで
制作し放送します。お気に入りの番組が見違えるよう
に生まれ変わります。
・週末には、４Ｋチャンネル独自の大型特集番組も
放送していく予定です。
・NHKの他のチャンネルとは異なるＢＳ４Ｋ独自の
編成です。

（放送は、毎日6時～24時）

・世界一の画質と音響を堪能できる、最高級ブランド
チャンネルです。
・画質は今のテレビの１６倍です。
・スタジアムやコンサートホールにいるかのような
“臨場感”や、美術館で本物を見ているような“没入
感”に満ちた番組をお届けします。
あなただけの「特等席」の誕生です。
NHKの他のチャンネルとは異なるＢＳ８Ｋ独自の編成
です。

（放送は、毎日10時～22時10分）

ＮＨＫ沖縄放送局で体感。ＮＨＫ沖縄放送局で体感。
次世代のテレビ技術で、まるでその場にいるかのような圧倒的な臨場感を。次世代のテレビ技術で、まるでその場にいるかのような圧倒的な臨場感を。

開館時間  平日  午前 9：30～午後6：00 （年末年始を除く）
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8K放送体験会8K放送体験会
12月1・2日12月1・2日
那覇メインプレイス2階 映画館前（那覇市おもろまち4-4-9）
で開催！！

那覇メインプレイス2階 映画館前（那覇市おもろまち4-4-9）
で開催！！

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

ツルムラサキのピーナッツバター和え

実演：

我如古梨
乃

キャスタ
ー

畑山 弥保
キャスター

月の12 関連番組沖縄

（平日 /午前9時30分～午後6時）

日時／１2月6日（木） 午前１０：3０～　会場／ 名護市 名護市児童センター（名護市港２－１－1）

顔ヨガ
1

2

右のこめかみに、右の手の平を
当てて、上に引き上げる。
目線を右上に。
左右１０秒ずつ・

顔のリフトアップ！ こめかみアップ プルプルの唇に！ ハミングバード

・ブルブルさせることで、血行が良くなり、
唇の乾燥や縦じわを防いでくれる。

目線につられて顔を上げない！ココを
意識！

1 口を軽く閉じて、唇を
ブルブルさせる。

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

1 1
唇をしっかり震わせる！ココを

意識！

2

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。

・目の周りが垂れてくると頬まで下がってしまう
ので、目線をあげて、全体を引き上げる。

マクブの魚汁

今日のおすすめレシピ

1 マクブのアラに塩をふり、10分ほど置く。その後、
きれいに水洗い。

2
ザルに1を入れ、さっと熱湯をかける。
（細かいうろこや、血、汚れなどをしっかり洗い
ながす。）

3 鍋にカツオだしを入れ、2を投入。１０分ほど煮込む。
（弱火～中火）

4 みそとしょうゆで味を調整。

5 島豆腐、ネギを投入したら完成。

作り方

【材料】
マクブのアラ ２００ｇ
カツオだし １リットル
みそ　 大さじ１
しょうゆ １～２滴
ネギ　 お好み
島豆腐 １／４丁

我如古 梨乃
キャスター

魚汁を作るポイント

★アラに塩をふることで、ぬめりや匂いを消してくれる。
★熱湯をかけることで、更に雑味や匂いを消す。
★煮込む際、うま味を逃がさないよう、アクを取るのは２～３回。

ポイント
★ツルムラサキ：沖縄では昔から親しまれている野菜。
シャキシャキした食感が特徴。
★ビタミンＣ、カリウム、カルシウムが豊富◎
★下ゆでしたツルムラサキは冷凍で一ヶ月保存ＯＫ！

監修：那覇市の鮮魚店勤務 上原 一心さん

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

ツルムラサキのかつおまぶし

作り方

1 ツルムラサキの葉を摘み、丁寧に洗う。茎は５㎝にカットし、太ければ
斜めに切る。茎の先端部分はちぎる。

2 熱湯に茎（１0秒）→先端（１0秒）→葉（１0秒）の順で、トータル３０
秒ゆでる。ざるにあけたら冷水で洗ってしぼっておく。

3 フライパンに油を熱し、2をほぐしながら炒めて油揚げを入れる。

4 調味料を加えたら、火を止めて削り節を混ぜる。

【材料】
ツルムラサキ およそ２00ｇ～300g
油揚げ ２枚（湯で油を流しておく）
削り節 多めのひとつかみ
塩 適宜
しょうゆ 適宜
油 大１

作り方

1 ツルムラサキの葉を摘み、丁寧に洗う。茎は５㎝にカット
し、太ければ斜めに切る。茎の先端部分はちぎる。

2 熱湯に茎（２0秒）→先端（２0秒）→葉（２0秒）の順で、トータル
１分でゆでる。ざるにあけたら冷水で洗ってしぼっておく。

3 2をボウルに入れ、合わせた調味料をからめたらできあがり。

【材料】
ツルムラサキ
 およそ２00～300g
ピーナツバター（無糖） 30ｇ
砂糖 小１
塩 小1/2
食酢 大２

ポイント
★お好みで、和がらし、一味とうがらしを混ぜてもおいしい◎
★さっと炒めたくるみを細かく刻んで混ぜると食感が豊かになります。

平日 午前11：45総合

ブル
 ブル

 ４日（火） 午前７：４０ マイあさラジオ（畑山弥保キャスターが出演）
 ７日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「心の優しいタイコウさん」
 ７日（金） 午後5：０5 はっけんラジオfrom沖縄「伝わるまで伝える～地域の努力～」
 ７日（金） 午後６：００ 沖縄ミュージックジャーニー
 7日（金） 午後７：３０ 実感ドドド！
 ７日（金） 午後７：55 沖縄の歌と踊り「歌劇 奥山の牡丹」
 9日（日） 午前７：４５ さわやか自然百景「石垣島 名蔵アンパル」
 １２日（水） 午後６：２５ 大自然を未来へつなぐ ＨＹのメッセージ
１４日（金） 午後７：３０ きんくる ～沖縄金曜クルーズ～
１7日（月）～19日（水） 午後0：３０ 旅ラジ！（17日：中城村、18日：宜野座村、19日八重瀬町）
１９日（水） 午後８：００ 偉人たちの健康診断「琉球王国  健康長寿の秘密」
 ２１日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ「安須森の黄金」
 ２１日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中倶楽部 ― １2月号 ―
 ２５日（火） 午前８：３０ Journeys in Japan「西表島：豊かな自然とともに」
 ２6日（水） 午後2：0０ Journeys in Japan「西表島：豊かな自然とともに」 日本語吹き替え版
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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2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

47分拡大版
沖縄県域総合

午後7:5512月7日
明治末期に作られ、今なお繰り返し上演されている沖縄芝居の傑作、「奥山の牡丹」。
作者は沖縄芝居の座長で名優として知られた伊良波尹吉（いらはいんきち）です。物語は、
首里の士族・三良（さんらー）と身分違いのチラーの悲恋、二人の間に生まれた息子
の運命が壮大なスケールで描かれています。今回は、尹吉の孫で沖縄芝居で活躍する
伊良波さゆきが主役のチラーに扮して熱演。若手とベテランの役者たちが名作歌劇に
挑戦した話題の舞台を紹介します。 旅人：カイル・カード

これまで Journeys in Japan で日本各地を旅してきた、カナダ出身の
カイル・カードが初めて西表島を訪ね、手つかずの自然を満喫し、その
恵みに感謝を捧げる人々の心にふれます。

沖縄の歴史をひもといていくと、かつて長寿県
として知られた沖縄の人々を支えてきた琉球王
国の“健康遺産”が見えてきた！？ビタミンＢ１が
豊富な豚肉。その長所を最大限引き出すことが
できた琉球ならではのモノとは？庶民にまで
広がった「踊りの文化」には、「脳を若々しく保つ」
秘密があった？健康のヒントを沖縄の歴史から
探ります。

歌劇  奥山の牡丹

Iriomote Island: Living with Unspoiled Nature

全国放送 午後8：00
12月19日[水]

全国放送 午前8：30NHK WORLD JAPAN12月25日[火]
全国放送 午後2：0012月26日[水] 日本語吹き替え版

12月7日[金]
九州・沖縄総合

午後7：30

12月14日[金]
沖縄県域総合

午後7：30

「節祭」は年の節目を意味し、稲作暦の上で新しい年を迎え入れる
行事です。毎年村人の中から選ばれた男が浜辺で豊年の神「ミルク」
にふんします。

村人が「神」と
なる祭り

村人が「神」と
なる祭り

「神々の座」という意味をもつとされる、長さ約200メートルの
カンピレーの滝。川の中流から、トレッキングで“神々の集まる”
場所を目指します。

密林を抜けて
神秘の滝をめざす
密林を抜けて
神秘の滝をめざす

糸芭蕉の茎から繊維をとり、フクギやヒルギといった島の植物で染め、
糸を紡ぐ・・島の自然のリズムとともに進む創作の一端を。

自然の恵みを
織り上げる
自然の恵みを
織り上げる

関根勤、カンニング竹山出 演

沖縄県域 午前7：25Eテレ

昔、宮古島にタイコウという心の優しい男がすんでいまし
た。ある年、せっかく実った粟が一陣の風とともに空に巻き
上げられ、無くなってしまいました。困ったタイコウはとな
りの村のずっと先に住んでいるというもの知りのじいさん
に相談しようと思い立ちますが・・。

7日[金]

昔、本島の最北端の聖地・安須森の岩屋には神様の黄金が
あり、そこから延びる光が北極星を照らして漁に出る人々
の道しるべとなっていました。ある時、一人の男が行き倒
れになっているところを村の人たちに助けられ、偶然、安須
森の黄金のことを耳にします。

21日[金]

「心の優しいタイコウさん」 「安須森の黄金」
あ す む い く が に

沖縄では難しいといわれたイチゴの栽培に本気で
挑戦！村をあげてイチゴ農家を育てる取り組みや、
若き農家の努力と夢をうかがいます！ジャガイモを
使ったユニークな沖縄そばも紹介。

18日［火］
宜野座村 「村をイチゴの里に！」＠道の駅ぎのざ

台風被害を乗り越えたサトウキビ！採り
たての甘味を堪能し、農家の方に栽培の
苦労や楽しさをうかがいます！八重瀬
生まれの民謡「汗水節」や、町の魚とぅぶー
（とびうお）の料理も紹介！

19日［水］
八重瀬町
「沖縄の原風景　サトウキビの里」
＠南の駅やえせ

琉球王国成立期に活躍した武将護佐丸や
世界遺産にも登録されている「中城城跡」
について名物ガイドに語ってもらい、
地元の創作エイサー集団、護佐丸太鼓
の迫力ある演奏をお届けします！

17日［月］
中城村「ふるさとの誇り　中城城跡」
＠護佐丸歴史資料図書館

全国放送 午後0：30～0：55
12月17日[月]～19日[水]

細田 史雄アナウンサー（担当：17日、18日）竜田 理史アナウンサー（担当：19日）

大きく動く米軍普天間基地の移設問題。
最新の動きを追い、その行方を見つめます。

チラーチラー チラー  伊良波 さゆきチラー  伊良波 さゆき 山戸  金城 真次山戸  金城 真次
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