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本土復帰50年へ、沖縄とともに。公共放送NHK

2020 11NOVEMBER

11月13日（金）
「沖縄戦“終わりなき”戦場」
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午後7：30  沖縄県域



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

【司会】幸田 悟 真栄城 美鈴

「南洋千鳥」
伊舎堂正子 「取納奉行」 喜納幸子 「鳩間節」 比嘉澄子 「苧引き」 津波明子

月の11 関連番組沖縄
沖縄県域 午前7：25Eテレ

沖縄のシンボルとして、人々のこころのよりどころだった首里城。番組では、
最新の調査をもとに、最盛期といわれる18～19世紀の姿をデジタルで復元。
そこから浮かび上がってきたのは、数々の不思議で感動的な物語。首里城は本当
に鮮烈な赤をしていたのか？ 本土の城にはない、ある「特別な空間」とは？ そして
沖縄で芸能が盛んになった真の理由とは。首里城のCG復元を通して、沖縄の
こころと秘密を描き出します。

3日
（火・祝）
3日
（火・祝）

不思議の首里城 ～沖縄 こころの物語～
午後7：57  全国放送

NHKアーカイブスには、戦後の琉球舞踊で活躍してきた、今は亡き女性舞踊家たちの至芸の舞いが
記録されている。戦前までの琉球舞踊を支えてきたのは主に男性であったが、戦後の沖縄芸能は
女性舞踊家たちによって隆盛をみたと言っても過言ではない。戦後の琉球舞踊界に大いに功績の
あった女性舞踊家たちが遺した至芸を抜粋してお送りする。

6日
（金）
6日
（金）

面影とぅ連りてぃ ～女性舞踊家たちが遺した珠玉の舞い～
うむかじ　　　　ち

アーカイブス選

午後7：30  沖縄県域

午後7：30  沖縄県域

住民12万人が命を落とした沖縄戦。1945年5月末、日本軍の総司令部があった首里が陥落、
事実上の勝敗が決した後にも関わらず、戦闘は継続。少なくとも住民４万６千人が命を落とした。
なぜ、これほど多くの住民が犠牲になったのか。
今回ＮＨＫは、アメリカ軍の新資料を発掘、苛烈な攻撃に住民が巻き込まれていった詳細が
浮かび上がってきた。
終わることなく続いた戦場で何がおきていたのか。多くの命が失われた１か月に迫る。

13日
（金）
13日
（金）

沖縄戦“終わりなき”戦場

 1日(日) 13:50～ あの日あのときあの番組「再建へ！沖縄のシンボル・首里城」
 3日(火) １4:15～ 首里城火災から１年  沖縄から響け エールソング（再）
 3日(火) 15:05～ BS時代劇「テンペスト」第３回～第６回(再)
 3日(火) 19:57～ 不思議の首里城 ～沖縄 こころの物語～
 5日(木) 10:25～ ららら♪クラシック 大友直人が語る地方オーケストラの未来～琉球交響楽団から(再)
 6日(金) 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「魂のシンガー・ソングライター佐渡山豊 沖縄を歌い続ける」
 6日(金) 19:30～ 沖縄の歌と踊り「面影とぅ連りてぃ ～女性舞踊家たちが遺した珠玉の舞い～」
 7日(土) 07:35～ 沖縄の歌と踊り「面影とぅ連りてぃ ～女性舞踊家たちが遺した珠玉の舞い～」(再)
 7日(土) 15:05～ BS時代劇「テンペスト」第７回～第１０(最終)回(再)
 8日(日) 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「魂のシンガー・ソングライター佐渡山豊 沖縄を歌い続ける」(再)
 11日(水) 09:00～ プレミアムカフェ　①豚の音(おん)がえし　BEGINが結ぶ沖縄とハワイの絆(再)
 11日(水) 10:00～ プレミアムカフェ　②わたしが子どもだったころ　腹話術師　いっこく堂(再)
 13日(金) 07:25～ うちなーであそぼ　第220回　うちなー童謡「みかんの花咲く丘」
 13日(金) 19:30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「沖縄戦“終わりなき”戦場」
 14日(土) 07:35～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「沖縄戦“終わりなき”戦場」(再)
 18日(水) 09:00～ プレミアムカフェ　ハイビジョン特集　沖縄“笑いの巨人”伝～照屋林助が歩んだ戦後～(再)
 ２１日(土) 09:30～ Bring Back Memories of shurijo in 3D 「皆の首里城プロジェクト」
25日(水) 09:00～ プレミアムカフェ　発見！体感！にっぽん水紀行　島に輝くいのちの湧き水  ～沖縄～(再)
 25日(水) 10:00～ プレミアムカフェ　ふるさと旅列車　元プロボクシング世界チャンピオン　具志堅用高～沖縄石垣島～(再)
 27日(金) 07:25～ うちなーであそぼ 第221回　うちなー昔話「モーイと となりのクニブ」
 27日(金) 17:05～ 沖縄熱中倶楽部

27日[金]13日[金]

「みかんの花咲く丘」をウチナーグチに翻訳。若手三線奏者
がテレビの前の子どもたちに「手遊び」も紹介します。
沖縄の青い海や日差しの降り注ぐみかん畑を描いた美しい
アニメーションを挿入しながらお届けします。
歌三線 ： 安慶名さつき・稲嶺幸乃

トンチの得意なモーイの少年時代のお話。隣家のミカンが
垣根を越えてたわわに実っていました。
モーイがミカンを食べてしまうと、隣の主人がやってきて
「このミカンはうちの庭に根を張っているからうちのものだ」
と怒りました。そこで、モーイは…

うちなー 童謡 『みかんの花咲く丘』
うちなー昔話
『モーイと となりのクニブ』

6日
（金）
6日
（金）

魂のシンガー・ソングライター佐渡山豊
沖縄を歌い続ける

午後6：00  
沖縄県域

沖縄の記憶、風景、民のチムグクル（肝心）を歌い続ける魂のシンガー・ソングライター
佐渡山豊さん。
沖縄が置かれた状況への疑問や怒りを歌にし、多くの人たちに支持されてきました。
今月は、佐渡山豊さんとサポートギターを担当するギタリスト・国吉亮さんをゲストに
お迎えし、昭和・平成・令和に歌い継がれる名曲「ドゥチュイムニィ」や、コロナ禍で
誕生した新作についてたっぷりお話を伺います。
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番組内容変更



テレビを設置したら受信料のお支払いが必要です。
受信契約とは、放送法という法律で定められた義務です。
※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。

NHK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。

NHK放送受信料のお支払い方法のご案内

受信料のお支払いは

継続振込等
2か月払
口座・クレジット
12か月前払

2か月払い 4,140円×6回=（年間）24,840円

12か月前払い（年間）22,530円

年間最大
2,310円
お得！

例えば
衛星契約の
場合

例えば
衛星契約の
場合

口座振替 クレジット
カード継続払または が お得です。CREDITCARD

BANK

NHKホームページでのお手続き
NHKホームページ「受信料の窓口」で簡単に
お手続きいただけます。
https://nhk.jp/jushinryo

スマホ・タブレットは
こちらから▶

受信料額表
契約種別 2か月払額支払区分 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）

口座・クレジット

継続振込等

口座・クレジット

継続振込等

4,040円

4,140円

2,150円

2,250円

11,580円

11,865円

6,165円

6,450円

22,530円

23,090円

11,995円

12,555円
※消費税を含みます。
※団体一括支払、家族割引、事業所割引、多数契約一括支払、半額免除を適用す
る料額は異なります。

※受信料額等の詳細についてはNHKホームページをご覧ください。
※2020年10月に受信料を値下げしました。

（沖縄県）

お問い合わせ

受付時間／午前9:00～午後6：00（土・日・祝日も受付）　
放送受信契約のお申し込み・転居のご連絡 0120-151515

フリーダイヤル

受付時間／午前9:00～午後6：00（土・日・祝日も受付）　
放送受信料についてのお問い合わせ 0570-077-077

ナビダイヤル

●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、受信機の設置の月の翌月から第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）

受信料の
お支払いには
［口座振替］［クレジットカード継続払］

を利用されています。

約90％の方がクレジットカード継続払では
ポイントも貯まる
※一部対象とならないカードもございます

さらに
お得
さらに
お得

NHK沖縄放送会館からのお知らせ
※６月８日(月)より、受付業務などの一部業務は再開しておりますが、｠新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
会館見学・キッズスペース・NHKアーカイブスなどについては 当面の間 休止・閉鎖します。ご了承下さい。
※入館時には、検温・アルコール消毒を実施しています。
　また、マスクを着用されていない方の入館はお断りさせていただきます。ご理解の程、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

NHKプラスはじまりました！！

放送同時配信どこでもNHKの
番組を楽しめる 見逃し番組配信 いつでもNHKの

番組を楽しめる

NHKプラスは、インターネットで地上波放送番組を視聴できる動画配信サービスです。

1 2 3

▶ ▶

まずはアクセス 利用申込み 確認コード入力
案内ページへアクセスするか、ア
プリをダウンロードしてください

放送受信契約の確認がとれ次第、契約住所に
ハガキが届きます。

ハガキの案内に沿って、入力画
面で確認コードを入力します。

※確認がとれない場合は、登録
メールアドレスにご連絡いたし
ます。

※ハガキの到着には1～3週間か
かります。

案内ページへアクセス

スマートフォンをかざしてQR
コードを読み取ってください

アプリをダウンロード

利用申込みは、
必ず受信契約者
ご本人様より
お願いいたし
ます。

利用申込み直後から
視聴できます！！

受信契約者様

入力は受信契約
者ご本人様よりお
願いいたします。

▶
入
力
画
面

確認コードを
入力してください

確認コード送信

利用登録完了

受信契約者とそのご家族のみなさまには、新たなご負担をいただくことなく
本サービスをご利用いただけます。

午前9:00～午後8：00（土・日・祝日も受付）お問い合わせは→ 0570-066-066ナビダイヤル

申込み画面から必
要な情報を入力
してください。

https://nhk.jp/plusinfo

「みんなで応援！＃首里城に会いたくて」

プレイリストは右の
ＱＲコードでチェック

ＮＨＫプラスで見逃し配信も！
パソコンやスマートフォン、タブレットで
放送後から７日間いつでも視聴できます ! !
※配信の権利の都合などで、番組のすべてや一部が配信されない場合があります。

BS時代劇「テンペスト」
１０月３１日（土）　　  午後４時００分  第１回～２回
１１月　３日（火・祝）　　　                                                                                                                 午後３時０５分  第３回～６回
１１月　７日（土）   午後３時０５分  第７回～最終（１０）回

１１月１日（日） 午後１時５０分 １１月３日（火・祝） 午後２時１５分１１月３日（火・祝）　　　                               　午後７時５７分

不思議の首里城
　 ～沖縄 こころの物語～

首里城火災から１年
沖縄から響けエールソング

あの日あのときあの番組
「再建へ！沖縄のシンボル・首里城」
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不思議の首里城 
　　　～沖縄 こころの物語～

11月3日（火・祝） 午後7：57［全国放送］

入場無料

放送当時の秘蔵写真や
衣装を大公開！

期間 10月7日（水）～11月8日（日）
会場 首里城公園 首里杜館 ビジターロビー

※首里城公園の閉園時間・休場日はご覧いただけません。詳しくは首里城公
園のホームページをご確認ください。※10月29日（木）・11月4日（水）はメ
ンテナンスの為、一部ご覧いただけない場合がございます。ご了承ください。

パネル展

10月31日（土） 午後4：00 第1回～第2回
11月  3日（火・祝） 午後3：05 第3回～第6回
11月  7日（土） 午後3：05 第7回～第10（最終）回

BS時代劇「テンペスト」（2011年放送）を
 総合テレビで一挙再放送！！※NHKプラス

　でも配信
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