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2019年は、組踊上演300年・「沖縄の歌と踊り」放送50年の節目の年です。

NHK沖縄放送局
広報誌ゆんたく２０１９年 6 月号

クミオドリ
 オキナワノ
ウタトオドリ

300ネン 50ネン

「松竹梅鶴亀」
玉城盛義（１８８９－１９７１）作
出演・「玉城流玉扇会」

「渡んじゃー舟」
眞境名由康（１８８９－１９８２）作
出演・「宗家眞境名本流真薫結の会」

「鼓ばやし」
島袋光裕（１８９３－１９８７）作
出演・「島袋本流紫の会」

「宮城くわでぃーさー」
真境名佳子（１９１９－２００５）作
出演・「琉球舞踊 真踊流」

今月の放送は・・・

午後7：30　　 沖縄県域総合

「沖縄の歌と踊り」放送５０年を記念して、放送が始まった頃に出演されていた芸能界の名優たちが
残した創作舞踊の傑作を、後を受け継いだ各会派の舞踊研究所の皆さんに披露してもらう。５月１９日
に行われた「第７３回沖縄の歌と踊りのつどい」から、第一部の模様を伝える。

6月14日 「名優たちの創作舞踊」

※放送内容・タイトルは変更する可能性があります。

演
目

玉城 盛義

島袋 光裕

眞境名 由康

今月のおすすめレシピ

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。

●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。

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。

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。

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

受信料額（継続振込等） 受信料額（口座・クレジット）

継続振込等
2か月払い

口座・クレジット
12か月払い

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8月26日となります。

口座・クレジット払いを利用すると…

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

夏期巡回
ラジオ体操・
みんなの体操会

夏期巡回
ラジオ体操・
みんなの体操会

夏期巡回
ラジオ体操・
みんなの体操会

夏期巡回
ラジオ体操・
みんなの体操会

特別巡回
ラジオ体操・みんなの体操会

特別巡回
ラジオ体操・みんなの体操会

特別巡回
ラジオ体操・みんなの体操会

特別巡回
ラジオ体操・みんなの体操会

作り方

1 甘ざけ、豆乳を鍋に入れ、練り白ごまを加えてよく混ぜ合わせる。

2 １を弱火にかけ、コトコトと煮立つまで温める。

3 ２にお湯で溶いたアガー(または粉寒天 )を少しずつ混ぜ入れる。

4 ３をカップに入れて、冷蔵庫で冷やし固めて、完成！

【材料】
甘ざけ ２００ml
豆乳 ４００ml
練り白ごま
 大さじ２(あらかじめ豆乳でといておく)
アガー又は粉寒天 小さじ１（５ｇ）

【用具】
なべ １つ
ヘラ １つ
カップ型 ４つ
計り １つ

手づくり甘ざけの
　　　白ごまプリン

監修：浦添市食生活改善推進員 園田 芽衣さん
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１アガーはゼラチンと寒天の中間の固さ。常温で固まる
ため、液体に加える場合は、加熱してから加える。
２練り白ごまを、黒ごまペーストに変えても美味しい♪

平日 午前11：45
月～金総合

顔ヨガ
1
2
唇を小さくすぼめて前に突き出す。
突き出した唇の横に手を当てる。
唇に当てていた手をこめかみまですべらせ、余分な
顔のたるみを持ち上げるように引き上げる。
3

1
2
親指と人差し指の間をV字にし、首の付け根にV字を当てる。
「ひー」と言いながら、首に縦筋を立てる。
首に当てた手のひら全体で、付け根から撫でる様に上から下に流す。
右手、左手で交互に行なう。
3
4

あご周りのたるみ解消！ ひょっとこスッキリ 首周りの横じわ・たるみ解消！  ひっひっひ

・口を「ひ」の形にすることで、亀のように、首にタテじわができます。
 このタテじわで、首のヨコじわを防ぎます。

効果が半減してしまうので、最後まで唇をすぼ
める。緩めない。

ココを
意識！

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

1 3
「ひー」と言う時に歯を食いしばらない。
食いしばると、エラの筋肉が鍛えられすぎてしまいます。

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。

・口をすぼめることで、口周りの筋肉が鍛えられる！

1 32
右、左

  交互に
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※放送日時・内容は変更する可能性があります。

午後4：15
NHK WORLD6月10日[月]

沖縄県域 午前7：25Eテレ

視聴方法：インターネット・一部ケーブルテレビ・アプリ
詳しくはホームページでご確認ください。

日本
国内

月の6 関連番組沖縄
 １日（土） 午前10：5５ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「目指せ”ドリフターズ”！『きいやま商店大爆笑劇場』」（再）
 ２日（日） 午後５：３０ 釣りびと万歳「南国ミーバイ（ハタ）を釣りあげろ！～ユージ 沖縄・西表島～」
 ７日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 第195回昔話「モーイ親方とクブン」
 ８日（土） 午後8：1５ 有吉のお金発見 突撃！カネオくん（沖縄の結婚式）
 ９日（日） 午後５：３０ 釣りびと万歳「力勝負・キハダマグロに挑む！～ユージ 沖縄・石垣島～」
 １０日（月） 午後４：１５ ＮＨＫワールドＴＶ Direct Talk（沖縄空手）
 １４日（金） 午後７：３０ 沖縄の歌と踊り「名優たちの創作舞踊」
 ２１日（金） 午前７：２５ うちなーであそぼ 第106回昔話「すずめの酒づくり」
 ２１日（金） 午後７：３０ きんくる～沖縄金曜クルーズ～
 ２３日（日） 午前11：4５ほか 沖縄県全戦没者追悼式
 ２８日（金） 午後５：０５ 沖縄熱中俱楽部―６月号―

Eテレ

ＢＳプレミアム

ＢＳプレミアム

総合

総合

総合

ＮＨＫＷＯＲＬＤ

Eテレ

総合

総合 ラジオ第一

ラジオ第一

BSプレミアム 全国放送 午後5：30

糸満市・平和祈念公園から中継

６月23日[日] Ｄｉｒｅｃｔ Ｔａｌｋ
午前11:45～11:54（九州・沖縄）
午前11:54～ 0:15（サブch）
午後 0:15～ 0:45（全国放送）

総合

午後0:15～1:00（全国放送）ラジオ第1

沖縄戦、最後の激戦地である糸満市摩文仁から、犠牲者に祈りを
捧げるとともに、平和への思いを新たにしながら、沖縄の今を見つ
めます。

その他、関連ニュースや特集番組なども放送予定です。

西表島のサンゴ礁で釣りびとユージがミーバイ（ハタ）をねらう。海が暖かく
なる４月からが釣りのベストシーズン！まずは手慣らしに、美しいサンゴが
広がるリーフ内で「イシミーバイ」に挑戦。ルアー使いになれたらリーフの外へ。
紺碧の大海原で水深５０メートルに潜む赤い宝石
「アカジンミーバイ（スジアラ）」をねらう！大物
ゲットなるか！？ドローンと潜水撮影で南国の海
の美しさを見応えたっぷりにお届けします。

6/2
[日]

南国ミーバイ（ハタ）を釣りあげろ！
　　　　～ユージ 沖縄・西表島～
南国ミーバイ（ハタ）を釣りあげろ！
　　　　～ユージ 沖縄・西表島～

6/2
[日]

南国ミーバイ（ハタ）を釣りあげろ！
　　　　～ユージ 沖縄・西表島～
南国ミーバイ（ハタ）を釣りあげろ！
　　　　～ユージ 沖縄・西表島～

6/9
[日]

力勝負・キハダマグロに挑む！
　　　　～ユージ　沖縄・石垣島～
力勝負・キハダマグロに挑む！
　　　　～ユージ　沖縄・石垣島～

6/9
[日]

力勝負・キハダマグロに挑む！
　　　　～ユージ　沖縄・石垣島～
力勝負・キハダマグロに挑む！
　　　　～ユージ　沖縄・石垣島～

広大な東シナ海でキハダマグロを狙う！４月から産卵期に入り、大きいものは
80Kg超え。釣り上げるには３０分もの力勝負に打ち勝たなければいけません。
釣りスポットは水深１０００mより深い海域に設けられた人工浮魚礁（パヤオ）。
疑似餌エビングとジギングを駆使し、格闘技
のような戦いを制することができるか! ?
石垣島繁華街の居酒屋で、"心臓の甘辛煮"、
"胃袋のチャンプルー " など他ではお目に
かかれないキハダの島料理に舌鼓をうち
ます。 

モーイの父親は、冊封使をもてなす宴のための庭を作って
いました。ところが、激しい雷が落ちてきて大きな穴が
できてしまいました。これでは工事を進められないと頭を
抱える父親に、モーイは思いもよらない提案をします。
その提案とは・・・。中国からの使者、冊封使ってどんな人？
さぁたぁちゃんの解説付きです。

7日[金]

お酒を最初に作ったのがすずめだったというお話。色々
あるお酒の起源の中でも、今回は「口かみ酒」についてです。

21日[金]

「モーイ親方とクブン」 「すずめの酒づくり」

総合テレビ
放送枠

午後11：45～

●  7日（金）第195回昔話「モーイ親方とクブン」
● 14日（金）第172回昔話「クバ笠仏像」
● 21日（金）第106回昔話「すずめの酒づくり」
● 28日（金）第173回昔話「大グモ退治」

2020年の東京オリンピックで正式種目となった空手。その発祥
は琉球王国で伝承されてきた「沖縄空手」だ。知念賢祐さんは世界
30カ国以上に200超の道場、6000人の門下生を抱えるワールド
王修会の創始者であり会長。生まれは沖縄・伊江島。1979年に
ワールド王修会をフランスで設立し、ヨーロッパの人々の考え方
を理解した上で向き合う努力を重ねた。伝統と真摯に向き合いつ
つ、新しい価値を加えながら沖縄空手の伝承・発展に励む知念さ
んに、その目指す道について聞く。

知念賢祐（75）
けん ゆう

沖縄伝統空手道小林流・
古武道連盟ワールド王修会 会長

沖縄空手を世界へ

６月中旬より
出場者募集開始
予選会

会　場 読谷村文化センター
放送予定（本番）２０１９年９月１日（日）
予選会 ２０１９年８月３１日（土）
出　演 予選を通過した２０組程度の皆さん
ゲスト お楽しみに！

in読谷村

みんなで
出場
しよう♪

※ホームページをご確認ください。

司会：
小田切千アナウンサー

今
月
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す
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め
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組

!


