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午後2時
午後1時55分

全国放送沖縄本土復帰50周年記念式典 中継

「つなぐ未来へ」
特設HPはこちら→



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の5 関連番組沖縄

本土復帰50年を迎える沖縄へ。
　　　　　　沖縄を見つめる番組をお届けします。

本土復帰を前に行われた沖縄返還協定に
関する国会審議。米軍基地と核施設の撤
去を求める沖縄県祖国復帰協議会は、慎
重審議を望む建議書を携えて上京。沖縄
選出の上原康助議員らが核施設撤廃を
訴えるが、委員会での強行採決がひき起
こした混乱のなかで、沖縄返還協定は衆
議院を通過。上京した代表団360名は複
雑な思いを抱いて沖縄へ帰った。国会審
議を見守っていた沖縄県民の声などを通
じて今日に至る沖縄問題の原点を探った。

毎週火曜夜に生放送でお届けしてい
る「うたコン」。今回はテーマも中身も
たっぷり”沖縄”ざんまい！
名曲から最新曲まで、日本中に沖縄の
風を吹かせます！
司会：谷原章介 赤木野々花アナウンサー

午後7：57  沖縄県域 午後7：57  全国放送

VR空間に50年前の沖縄を蘇らせ、“歴
史を体験”してもらう45分拡大スペ
シャル。全国の若者たちが自宅のPCか
ら1972年のVR空間に入り込み、日本
への復帰を目前に控えた人々の息吹、
時代の空気を目撃する。

午後7：30
全国放送

 1日(日) 13:05～ にっぽん縦断こころ旅
沖縄県国頭村（２０１９年放送）

　　　　　　　　　　　づく不思議の森　～やんばる・西表島～」
 11日(水) 9:00～ ハイビジョンスペシャル　「沖縄　生命息

 29日(日) 22:00～ 沖縄返還５０年証言記録　どこにもないテレビ
 25日(水) 18:00～ 街道をゆく「沖縄・先島への道」
 20日(金) 22:45～ ドキュメント７２時間「沖縄ゆんたく市場」

 17日(火) 18:30～ プロ野球「西武」対「ソフトバンク」
（沖縄セルラースタジアム那覇）

 1日(日) 17:00～ ランスマ倶楽部 ～石垣島マラソン～
 3日(火) 8:05～ 本土復帰５０年
　　　　　　　　　　　　　　沖縄を支えてきたラジオたち

 9日(月) 9:00～ ハイビジョン特集「笑う沖縄　百年の物語」
 8日(日) 13:50～ 沖縄　島唄を見つめて～２０２２年春～
 4日(水) 19:30～ ファミリーヒストリースペシャル「北村一輝」
 3日(火) 10:15～ インタビュー　ここから（再）「宮沢和史」

 10日(火) 9:00～ ＢＳエンターテインメント　「島唄の風
 ～夏川りみが旅するふるさとの心～」

9日
（月）

10日
（火）

11日
（水）

沖縄返還交渉で佐藤首相の密使とし
てアメリカと核密約を結び、後に交渉
内容を公表して自殺した若泉敬の生涯
から、沖縄問題の原点を探る。
沖縄本土復帰５０年特選シリーズ。

フィンガー５からBEGIN、三浦大知さんまで！
沖縄返還から半世紀、誰もが知る沖縄発のポップス、
“うちなーポップス”を当時の貴重な映像を交えてお届け。
エンターテインメント”沖縄時間紀行。

沖縄の本土復帰から50年。時代を彩った『ヒットソング』から
半世紀の歩みをたどる異色のミュージック・ドキュメンタリー。
アーティストたちの歌・貴重な証言でつづる。

沖縄本土復帰50年に際して、家族の絆や生きることの大切さを描いた、
沖縄が舞台の連続テレビ小説を再放送。あの恵里に、おばあにまた会える！

午後7：30  
沖縄県域

午後7：30  九州沖縄地方

12日
（木）

13日
（金）

13日
（金）

午前9：55  全国放送

午後9：00
全国放送

午前10時40分～午前11時54分　74分×全３回　全国放送

5日
（木）

22日
（日）

3日
4日
5日

（火から木・祝）

密使 若泉敬
沖縄返還の代償

午前6：00  全国放送
沖縄関連の情報を
　　　お伝えします！

本土復帰50年 ～沖縄経済
の未来 その可能性～(再)

午後6：00  全国放送

しなかやかに逞しく
～復帰50年 沖縄の
　　工芸 その軌跡～

午前8：00  全国放送
奄美・沖縄 奇跡の島々
原始のウサギ・ヤマネコが
躍動する

午前10：30  
九州沖縄地方

ドラマ
甲子園とオバーと爆弾なべ
ドラマ
甲子園とオバーと爆弾なべ

午前7：35  九州沖縄地方

午後2：05  全国放送

美ら島 沖縄のチャンプルー文化
～アーカイブスでたどる50年～

「ちゅらさん」総集編
総合テレビで全３話一挙再放送！

沖縄ポップスの半世紀 
～時代を飾った名曲たち～ 

うちなー

本土復帰50年
～沖縄経済の未来 
　　  その可能性～

米軍統治下の沖縄が日本に復帰して
50年。米軍基地をめぐる日米政府と地
元との調整を担ってきた「那覇防衛施
設局」の元職員、数百人を徹底取材。
知られざる“復帰５０年”に迫る。

午後7：55  九州沖縄地方
沖縄本土復帰５０年
那覇防衛施設局
初代職員の告白

BEGIN、夏川りみ、三浦大知、
ORANGE RANGE、
イクマあきらなど出演予定 50年前の本土復帰を体感！

OKINAWA
ジャーニー・オブ・ソウル(仮)

14日（土）

きみが見つめたあの日のあとに
～高校生たちの復帰50年～(仮)

午後11：00  全国放送

失われた
ときを求めて
～復帰50年琉球の文化の継承～

午前9：00  全国放送

今日は一日
　 “沖縄ソング”三昧
今日は一日
　 “沖縄ソング”三昧

午後0：15  全国放送

午後2：00 全国放送午後1：55

午後9：00  全国放送

15日（日）

午後11：00
全国放送
世界自然遺産やんばる
「美（ちゅ）ら森 未来への約束」（仮）

証言と映像で迫る
　　“沖縄返還全史”（仮）

沖縄本土復帰50年

沖縄本土復帰
５０周年記念式典
沖縄本土復帰
５０周年記念式典

午後1：05  沖縄県域
ORANGE RANGE
　　 未来へつなぐ“Melody”
ORANGE RANGE
　　 未来へつなぐ“Melody”

第二次世界大戦後、米軍統治下に置かれた
沖縄が本土に復帰してからまもなく50年。
コロナ禍が直撃した沖縄経済だが、いまＩＴ
関連などで新たな可能性も見え始めている。
沖縄経済の未来、そしてその可能性を探る。

アーカイブス

アーカイブス
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【司会】幸田 悟 真栄城 美鈴

©Monika Rittershaus ©Marco Borggreve

詳細は
ホームページで
ご確認下さい

沖縄が本土復帰した１９７２年、組踊や琉球舞踊、ウチナー芝居などの芸能も「日本の芸能」として認められることになった。復帰前の１９６９年に
始まった「沖縄の歌と踊り」は、半世紀にわたり沖縄の芸能を幅広く紹介してきた。沖縄放送局のライブラリーには沖縄芸能に関する貴重な
映像が多く残されている。
今回は１９７２年放送の「芸能百選」から、戦前から活躍し戦後の芸能界を牽引した名優たちの至芸を紹介する。

ＮＨＫ沖縄放送局とＮＨＫ交響楽団は、２０２２年度Ｎ響地方公演の
一環として、「沖縄 本土復帰５０年 ＮＨＫ交響楽団演奏会 沖縄公演」
を実施します。
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、公演の
中止や以下の内容を変更させていただく場合があります。

入場料
Ｓ席 6,000円　Ａ席 5,000円　Ｂ席 4,000円（全席指定・消費税込）
※車イス席（Ｓ席6,000円）をご希望の方は、ハローダイヤルまでお問い合わせください。

20日
（金）
20日
（金） アーカイブス選「1972年・芸能百選」

午後7：30
沖縄県域

12日
（木）
12日
（木）

午後6：00  沖縄県域

今月のゲストは、かりゆし５８。新型コロナウイルス感染症の影響で活動が制限されるなか、2年ぶりにアルバムをリリースしま
した。アルバム収録曲の全曲解説を通して、濃密だった 2年分の思いや、本土復帰50年を迎えた沖縄について語っていただきます。
番組としても2年ぶりの「再々会会」。沖縄ミュージックジャーニーならではのスタジオミニライブなど、彼らの魅力満載の50分
の音楽旅行です！お聴き逃しなく！

再々会会 かりゆし58

ゲスト
：かり

ゆし5
8

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪ 沖縄県域 木曜 午前8:50 ほか

指揮 ファビオ・ルイージ

管弦楽  NHK交響楽団

ピアノ  小菅　優

沖縄コンベンションセンター  劇場棟
（沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1）

会 場

沖縄本土復帰 50年
NHK交響楽団演奏会 沖縄公演

2022年5月29日日 時 日

昔々、首里の家にタルガニという若者が母親といっしょに住
んでいました。父親は唐の国へ行ったきり帰ってこず、親子は
苦労しながらも真面目に仲良くに暮らしていました。
ある満月の夜、タルガニは、輝くように白い美しい猫が庭の石
に座っているのに気づきました。
その日から、タルガニの家は…。

うちなー昔話 「幸せを呼ぶ白マヤー」
昔々、津堅島で日照りが続き、畑は干上がり、飲水もなく人々
は苦しんでいました。
村人は雨乞いの祈りを捧げ、一滴の水でも欲しいと願ってい
ました。
人々を不憫に思った神様が鳩の形をした岩を津堅島に落とす
と、そこからこんこんと水が湧き出て泉ができたのです。

19日[木]12日[木]

うちなー昔話 「ホートゥガーの九つの卵」

開場 午後4時15分　開演 午後５時　終演予定 午後７時

主催 ＮＨＫ沖縄放送局、ＮＨＫ交響楽団
協賛 岩谷産業株式会社

問い合わせ ハローダイヤル　　電話：０５０－５５４２－８６００（無休／午前９時～午後８時）
ＮＨＫ沖縄放送局　ホームぺージ：http://nhk.jp/okinawa

注意事項
○チケットのご購入前に必ず【感染症予防対策についての取り組み】をご確認いただき、公演中止の可能性や検温へのご協力、払い戻しや感染者発生の場合の
個人情報の取り扱いなどをご了承のうえ、ご購入・ご来場をお願いいたします。○出演者・曲目・開演時間等に変更が生じる場合があります。公演中止の場合を除
き、チケットの変更、キャンセル、払い戻しはできません。○就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。○開演中の入場については制限させていただくこと
があります。○本公演はテレビ番組の収録を行います。番組の中で、客席のもようが放送されることがあります。○客席内での写真撮影・録音・録画・携帯電話等
の使用は固くお断りします。○インターネットオークション等での営利目的の転売は固くお断りします。○チケットご購入の際、別途プレイガイド発券手数料やシ
ステム手数料がかかります。プレイガイドやお求め方法によって金額は異なります。
その他
※新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により中止または公演内容を変更する場合があります。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保健所
など公的機関へご来場の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。

佐久本  真彩
キャスター

野菜ソムリエ上級プロ
徳元 佳代子さん

監修

トマトと島ニンニクのグリル

材料（2人分）
● トマト ２個
● ベーコン ２枚
● ピザ用チーズ ８０ｇ
● パン粉 適量
● 島ニンニク ２０ｇ
● コンソメ 小さじ１
● 塩 少々
● パセリ 少々

きざんだ島ニンニクをオリーブオ
イルで揚げる。
まずは加熱しない状態で島ニンニ
クを入れ、それから火をつける。
焦がさないように、ゆっくり低温で
揚げていきます。

1 天板の上にクッキング
シートをひき、くり抜いた
トマトをのせます。
下味としてトマトに塩
少々、コンソメ、揚げた島
ニンニクを振りかけ、④
の具材を入れ、その上に
チーズ、パン粉をのせ
オーブンで焼きます。

5

余熱をして２２０度or２５０
度で８分ほど焼く（お好
みで）。
足りなければ１０分。

6

焼きあがったら仕上げに
パセリをのせて完成です。7

島ニンニクに色がつき、カリカリに
なったら、いったんペーパータオル
の上にあげ、あぶらをとる。

2

トマトを上下にカット、具材を入れ
るところをスプーンでくり抜いてお
きます。
くり抜いた部分をこまかくカット。
粗みじん切りにします。

3

粗みじん切りにしたトマトをボウル
に入れ、みじん切りにしたベーコン
を合わせます。

4

「上り口説」 金武良章 「苧引き」 比嘉清子 「かぎやで風」 眞境名由康
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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

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

放送から1週間
パソコンやスマホで
いつでもどこでも、何度でも

総合・Eテレの番組を

ご覧いただけるサービスです。

ご利用にはデータ通信量が発生します
テレビ等の受信機をお持ちで
放送受信契約を締結いただいた方には
利用登録いただけます

利用登録はこちらから

便利なコンテンツのご紹介

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://www.nhk-cs.jp/jushinryo/

スマホ・タブレットは
こちらから▶

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

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）

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。
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