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本土復帰50年へ、沖縄とともに。公共放送NHK

2021 1JANUARY

1月１４日 木【第1夜】
1月１５日 金【第2夜】

沖縄から生まれた「うちなーポップス」を、
スタジオのゲストとともに貴重な過去映像で振り返ります

午後7時30分 沖縄県域
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うちなーポップス５０年史
～名曲は、時代をこえて～



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の1 関連番組沖縄

沖縄県域 午前7：25
Eテレ 午後6：00  沖縄県域

8日
（金）
8日
（金）

世界の駅・空港・街角に置かれた「誰でも自由に弾けるピアノ」。
奏でる人々を、定点カメラで見つめてきた人気のシリーズ。
今回は沖縄市の街角ピアノが舞台。茶色のピアノは、今年８月、
コザミュージックタウン音市場１階の広場に置かれたばかり。
新型コロナ感染拡大の影響で、一時、中断していたが、１０月
から、再び弾けるようになった。
「音楽の街」コザ。町に流れるメロディーは、沖縄民謡、ロック、
ラテン、フォークまでまさにチャンプルー。ピアノを演奏する
人も多様だ。久々にピアノを弾いた受験生。プロデビューを
目指す青年。三線を奏でる人。沖縄方言で熱唱する男性。病院
でのコンサートが中止になり、街角ピアノで連弾する女子中学
生・・・。どんな曲をどんな思いで奏でるのか、ノーナレーション
で描く。

午後1：05  沖縄県域

沖縄
24日
（日）
24日
（日）

今回の舞台は沖縄本島最南端の糸満市。かつて糸満の海人は
「サバニ」に乗り、沖縄諸島にとどまらず、先島諸島や奄美や
本土まで航海し遠洋漁業を行っていたという。
海人が生み出した発明品や伝統の技、そして未来を担う海人の
たまごたちの笑顔に出会いました。
糸満市出身のＮＨＫ沖縄放送局・池間昌人アナウンサーがふる
さとの町をのんびり歩く。

8日
（金）
8日
（金）

「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

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。

22日
（金）
22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

沖縄新喜劇「走れトートーメ―」は、沖縄芝居役者として活躍
した島正廣の作品。仏壇にある位牌を「トートーメー」といい、
先祖崇拝の強い沖縄ではトートーメーを誰が継ぐかは、遺産
相続ともからんで大きな問題である。このトートーメーを
巡る家族の一騒動を喜劇として描いた傑作。番組では、2020
年11月20日に開催された沖縄県かりゆし芸能公演より
「走れ！トートーメー」の模様を伝える。

3日
（日）
3日
（日） 沖縄新喜劇「走れ！トートーメー」

午後5：00  沖縄県域

正
月
特
集

 3日(日) 17:00～ 沖縄の歌と踊り　正月特集　沖縄新喜劇「走れ！トート―メ―」
 8日(金) 07:25～ うちなーであそぼ 第223回 うちなー昔話「働き者のニワトリ」
 8日(金) 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「2021年、期待の女性シンガー登場!!伊舎堂さくら!!」
 8日(金) 19:30～ アサタビ！「美ら海とともに生きる町～沖縄・糸満市～」(仮)
 9日(土) 07:35～ アサタビ！「美ら海とともに生きる町～沖縄・糸満市～」(仮)(再)
 10日(日) 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「2021年、期待の女性シンガー登場!!伊舎堂さくら!!」(再)
 14日(木) 19:30～ うちなーポップス５０年史 ～名曲は、時代をこえて～ 【第1夜】
 15日(金) 19:30～ うちなーポップス５０年史 ～名曲は、時代をこえて～ 【第2夜】
 22日(金) 07:25～ うちなーであそぼ 第224回 うちなー昔話「神獣ハクタク」
 22日(金) 19:30～ 沖縄の歌と踊り「面影(うむかじ)とぅ連(ち)りてぃ ～女性舞踊家たちが遺した珠玉の舞い～」
 23日(土) 10:55～ 沖縄の歌と踊り「面影(うむかじ)とぅ連(ち)りてぃ ～女性舞踊家たちが遺した珠玉の舞い～」(再)
 24日(日) 13:05～ 街角ピアノ「沖縄」
 29日(金) 17:05～ 沖縄熱中倶楽部

8日（金）
ニワトリの頭に、赤いトサカがなかっ
たころのお話です。なかなか布団
から出てこられない冬、神さまは、
人間を早起きさせようと働きものの
鳥たちを集めました。アカショウビン、
カラス、コウモリ…。最後にやって
きたのがニワトリでした。

うちなー昔話 
『働き者のニワトリ』

うちなー昔話 
『神獣ハクタク』

22日（金）
昔々、中国にハクタクという神獣が
住んでいました。ハクタクを描いた
絵は、あらゆる災厄から人を守るこ
とができるといわれています。災害
や疫病に苦しめられていた琉球の
王さまは、ハクタクを連れてこられ
ないかと冊封使に相談しますが…。

美ら海とともに生きる町（仮）
～沖縄・糸満市～

午後7：30  
沖縄県域

くとぅしん

ゆたさるぐとぅ

うにげーさびら

午後7：30  沖縄県域

古くから人々の生活に深く根付き、独自の発展を遂げてきた沖縄の音楽。1972年の本土復帰以降、沖縄音楽は次々と全国
に広がり、現在に至るまで日本の音楽シーンで大きな存在感を放ってきました。この番組では、南沙織・フィンガー５から、
ネーネーズ・安室奈美恵・ＢＥＧＩＮ・MONGOL800・ORANGE RANGEまで、沖縄から生まれた「うちなーポップス」を、
スタジオのゲストとともに貴重な過去映像で振り返ります！

うちなーポップス５０年史 ～名曲は、時代をこえて～

14日
（木）
14日
（木）

第1夜第1夜 15日
（金）
15日
（金）

第2夜第2夜

2021年、
期待の
女性シンガー登場!! 
伊舎堂さくら!!
2021年1回目の放送は、期待の女性シンガー
が登場！音先案内人に伊舎堂さくらさんを
お迎えします。伊舎堂さんは、小学生でクラ
シック・ロックに目覚めて以来、県内外のさま
ざまステージでロックを歌い続け、21歳にして
憧れのロック・バンドでのメジャー・デビューと
いう大きな夢をつかみました。今月は、そんな
彼女に夢の実現とそのプロセスについて
じっくりお話を伺います。

１
月
の
お
す
す
め
番
組

!



今月のおすすめレシピ

平日 午前11：45

◆材料
・ 白身魚 ２切
・ しお・こしょう 少々

・ 卵白 １個分
・ 片栗粉 大さじ１

◆ソースの材料
・ マヨネーズ 大さじ２
・ ケチャップ 大さじ１
・ パインジュース 小さじ１
・ ナンプラー 小さじ１
・ 砂糖 小さじ１/２
・ 一味唐辛子 小さじ１/２
・ 卵黄 １個

白身魚はあらかじめ下準備で、塩・こしょうを
ふって打ち粉をしておきます

今回使用するのは
メカジキ

作り方
☆ソース作り

1 ソースの材料をすべて混ぜておきます。

ナンプラーでうまみと風味
パインジュースでさわやかな甘みを！

店の味Point店の味Point

☆白身魚を調理していきます

1
卵白と片栗粉をボウルでしっかり混ぜ、
下準備をすませた白身魚をからめて
いきます。

卵白と片栗粉をからめて焼くと食感↑
POINTPOINT

2
フライパンに少し多めの油を入れ
フライパンを傾けつつ強火で揚げ焼きにします。
表面にキレイな焦げ目がついたら裏返します。

4
フライパンの油を拭き取ったら
火を止めた状態で、白身魚をフライパンに戻して、
ソースを入れ、魚とソースがしっかり絡まったら、
お皿に盛り付けて完成です。

火をつけた状態だとソースが固まってしまうので
フライパンの余熱でソースを絡めます。

POINTPOINT

3 裏面も焦げ目がついたら火を止めて
白身魚をいったん取りだします。

◆材料[１８㎝のパウンド型]
・ 小麦粉 １９０g
・ シナモン 大さじ１
・ 重曹 小さじ１/２

・ 卵 ３個
・ 黒糖 １３０g
・ 溶かしバター ３０g
・ サラダ油 ８０g
・ 島にんじん ２００g

・ くるみ ５０g
・ レーズン １００g

◆デコレーション用の材料
・クリームチーズ １００g
・砂糖 ２０g
※材料を混ぜておきます

◆飾り付け用[お好みで]
・くるみ
・レーズン

それぞれふるって
おき、重曹は別で
分けておきます。

くるみ、レーズン
は刻んでおきます

島にんじんは
擦っておきます

丹部 あゆみキャスター

島にんじんケーキ
監修：国際中医薬膳師 宮國 由紀江さん

薬膳のテーマ
“目の疲れをとる”

白身魚とピり辛マヨ炒め
監修：糸満漁民食堂 玉城 弘康さん

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、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。

仲本 奈鶴季
キャスター

簡単！店の味

作り方

1 大きめのボウルで卵を泡立て
ます。

2

１に黒糖・溶かしバター・
サラダ油を加えて、もったり
するまで混ぜます。
ケーキはしっかり混ぜること
がポイント！
ミキサーがあれば◎

3
２に刻んだレーズン・くるみ、
擦りおろした島にんじんを
入れ、しっかり混ぜます。

5
４を型に流し入れ、とんとん空気をぬいて、
180度のオーブンで
35分焼きます！ 家庭により調整して下さい

4
最後にふるっておいた小麦粉、シナモンに重曹を
合わせたら３のボウルに入れ、混ぜすぎないように、
さっくりと混ぜます。

ケーキのふくらみが悪くるので、重曹は混ぜる寸前に
合わせ、粉を入れたあとは混ぜすぎに注意しましょう！

注意！注意！

6
最後に、焼きあがったケーキにデコレーション用の
クリーム、飾り付けでくるみ、レーズンを添えたら
出来上がりです。

薬膳ポイント
【レーズン】目の疲れに◎、血を補う・むく

みに◎、骨や筋を丈夫にす
る。

【クルミ】足腰の衰え、物忘れ、から咳な
どに◎

日時
2021年
2月27日
土曜日

WEB
応募

ⒸNHK

しめきり
2021年

1月22日
金曜日

午後11時59分

地域交流センター南風原町立 中央公民館 黄金ホール
（南風原町字喜屋武236）

会場

１日２回公演

１回目
開場／午後０時３０分
開演／午後１時
終演／午後１時４５分

２回目
開場／午後３時
開演／午後３時３０分
終演／午後４時１５分

内　容 キャラクターとうたのおねえさんによるステージ　※写真撮影・録画録音を固くお断りします。
※番組の収録はありません。

問い合わせ ＮＨＫ沖縄放送局 ☎０９８－８６５－２２２２ （平日 午前9時30分～午後6時） ※除く12月28日(月)～12月31日（木）

◇ご入力いただく事項
　（１）名前  （２）メールアドレス  （３）電話番号  （４）郵便番号・住所  （５）年齢
　（６）観覧希望人数（最大４人まで・公演当日１歳以上のお子様から人数に含む）  （７）希望公演回（１回目・２回目）

お
申
込
み

入場無料ですが、お申し込みは、現在、受信料をお支払いくださっている方に限ります。また、受信料が免除されている
方も含みます。ＮＨＫホームページの専用フォームからお申し込みください。　　http://www.nhk.or.jp/okinawa/

出演
●ガラピコぷ～の仲間たち（チョロミー、ムームー、ガラピコ）
●うたのおねえさん

※「おかあさんといっしょ」に出演しているうたのおねえさんでは
　ありません。

※ご応募の際にいただいた情報で、受信契約者情報との照合、受信料のお支払いを確認のうえ、抽選結果をお知らせします。また、受信料のお願いに
使用させていただくことがあります。
※新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により公演を中止または内容を変更する場合があります。その際はＮＨＫのホームページでお知らせ
するほか、お申し込みいただいた際のメールアドレスにお知らせします。なお、中止の場合、他の公演への振替はございませんので、何卒ご理解のほど
宜しくお願い申し上げます。また、感染状況により、観覧いただける方の地域を一部制限する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保健所など公的機関へお客様の情報を提供する場合があります。その場合、当日ご来場いただいた方の
お名前など詳細をお聞きすることがあります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン



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

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。

●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）

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

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

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

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）
※除く12月30日（木）午後5：00～1月3日（日）

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）
※除く12月30日（木）午後5：00～1月3日（日）

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
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