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それぞれの42.195キロ
～3年ぶりのNAHAマラソン～

午後7：30  沖縄県域
1月6日（金）1月6日（金）



※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

正月特集

本土復帰50年
シンポジウム
NHK沖縄放送局・琉球新報社

共催

午後7：30  沖縄県域

 1日(日） 14:20～ 沖縄の歌と踊り　正月特集「美ら島おきなわ文化祭 オープニングフェスティバル」
 1日(日） 15:20～ Dearにっぽん「“クー太”と暮らす村～沖縄 やんばる～」（再）
 5日(木） 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「キミの人生のセコンドに！ヒップホップでプチョヘンザ！！」

 6日(金） 19:55～ 本土復帰５０年シンポジウム「５０年後の沖縄へ ～守るべきもの・変えたいこと～」
 6日(金） 19:30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「それぞれの42.195キロ～3年ぶりのNAHAマラソン～」

 7日(土） 10:30～ 本土復帰５０年シンポジウム「５０年後の沖縄へ ～守るべきもの・変えたいこと～」（再）

 8日(日） 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニ一「キミの人生のセコンドに！ヒップホップでプチョヘンザ！！」（再）
 13日(金） 19:30～ 沖縄の歌と踊り　組踊「孝行の巻」～朝薫五番とからくり花火～
 14日(土） 7:35～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「それぞれの42.195キロ～3年ぶりのNAHAマラソン～」（再）
 20日(金） 19:30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「沖縄タイムカプセル2012→2022（仮）」
 21日(土） 11:15～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「沖縄タイムカプセル2012→2022（仮）」（再）
 27日(金） 17:05～ 沖縄熱中倶楽部
 28日(土） 19:30～ 沖縄の海“幻のジュゴン”を追う

 7日(土） 23:00～ ETV特集　沖縄の“眼”になった男　～写真家・平良 孝七～
20日
（金）
20日
（金）

午後7：30  沖縄県域

6日
（金）
6日
（金）

午後7：55  沖縄県域

12月4日、3年ぶりに開かれた「ＮＡＨＡマラソン」。病気とけが
を乗り越えて走る女性。36回連続の完走を目指す69歳の男性。
共に走るメディカルランナー。それぞれのドラマを見つめる。

2012年本土復帰40年に書かれた1762通の手紙。家族、友人、恋人、そして自分自身へ宛
てた「10年後に届けたい思い」。メッセージを送った人、送られた人がどのような時間を過
ごし、いまにつながっているのか。5組の「10年」を見つめる。

沖縄タイムカプセル2012→2022（仮）

ＮＨＫ沖縄放送局と琉球新報社の共催で、本土復帰50年の節目にシンポジウムを開催。
50年後の沖縄に向けて、何を守り変えていくべきかを５人のパネリストたちが話し合った。
番組ではその模様を凝縮して伝える。

５０年後の沖縄へ　～守るべきもの・変えたいこと～

それぞれの42.195キロ
～3年ぶりのNAHAマラソン～

沖縄で行われた国民文化祭「美ら島おきなわ文化祭2022」の
オープニングフェスティバルで披露された琉球・沖縄の歴
史を歌や踊りで表現する特別プログラムを完全版で伝える。

1日
（日）
1日
（日）

美ら島おきなわ文化祭
オープニングフェスティバル

13日
（金）
13日
（金）
琉球王国時代に誕生した伝統芸能「組踊」は、沖縄の本土復帰
とともに国の重要無形文化財に指定された。国立劇場おきな
わで指定５０年の節目に行われた屋外公演の模様を伝える。

組踊「孝行の巻」
～朝薫五番とからくり花火～6日

（金）
6日
（金）

沖縄県域 木曜 午前8:50 ほか

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

午後6：00 沖縄県域

キミの人生のセコンドに！
ヒップホップでプチョヘンザ！！

5日
（木）
5日
（木）

今月のゲストは、沖縄出身のヒップホップアーティ
スト・ＲＯＤＥＯ。ジャンルを超えた活動で、県内外か
ら注目を集めています。ヒップホップに人生を救わ
れ、リスナーを勇気づけるべく活動している彼に、
自身の経験を通して見えてきた真実・作品を通して
伝えたいメッセージ・彼が思うヒップホップについて
話を伺います！

12日[木]

26日[木]

昔々、那覇で子供が突然いなくなる神隠
しのようなことが相次ぎました。おんぶし
ていたはずの子供や、一緒に寝ていたは
ずの子供がいなくなってしまうのです。
「シチマジムンの仕業だ。恐ろしい」那覇
の町はその噂でもちきりとなり、人々は
家の戸を閉ざし、誰も外に出ようとしませ
んでした。そんなある日、用事で夜道を急
ぐ若い男の前にシチマジムンが現れて…。

具志頭親方（蔡温）と名護親方（程順則）
が若い頃の話です。具志頭親方は、いつ
も本ばかり読んでいるとても頭の良い若
者でした。名護親方は、子供の頃から虫
や動物が好きでいつも野山で動物を観
察しているような若者でした。ある日、二
人は首里の王府から逃げたトラを捕まえ
て来いと命じられました…。

うちなー昔話 「シチマジムンの話」

うちなー昔話 「具志頭親方と名護親方」

午後2：20  沖縄県域 午後7：30  沖縄県域
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!



セーイカのメンチフライ

○鼻を高くする
○鼻筋を通す
○小顔

期待できる

効果

○ほほのリフトアップ
○ほうれい線解消 小顔

期待できる

効果

顔ヨガ
すっきりキレ

イを目指すすっきりキレ
イを目指す

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

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。

平日 午前11：40

シンクロノーズ

左右２回ずつ

佐久本 真彩
キャスター

魚専門の食堂経営
玉城 弘康さん

監修

材料(２人分)
● セーイカ ２００ｇ
● 長ネギ ４０ｇ
● 紅ショウガ ６ｇ

● 卵白 １個分
● 塩こうじ ２０ｇ
● 日本酒 小さじ１

衣の材料
● パン粉 適量
● 薄力粉 適量
● 卵 適量

タレの材料
● めんつゆ 大さじ１
● 米酢 大さじ１
● シークヮーサー 小さじ１
● ゆずこしょう 少量

ニッコリ笑い
右手の親指と
人差し指で

小鼻の横をギュッと
つまんで引っ張る

1

５秒キープしたら
左手で

同様に引っ張る

2

上の歯をしっかり見せて
ニッコリ笑う

注意ポイント

鼻のむだ肉をとって鼻筋がキュッと
通ったお顔になるチャンス！

最後に…

マントヒヒの顔

何回も
ゆっくり動かす

親指以外の
４本の指を
ほほにあてる

1

唇を歯に巻き付け、
ゆっくりまぶしい
顔をする。

指の下でほほの
筋肉がピクピクと
動くのを意識する

2

ほほをギュッと
　　　　押さえない！

注意ポイント

マスクとスマホで無表情になりがち。
表情改善のためにぜひ行ってみて
下さい！

最後に…

セーイカ、日本酒、卵白、塩こうじを
フードプロセッサーにかける1
セーイカはフードプロセッサーに引っかからないよ
うにあらかじめ小さく切っておく
セーイカはフードプロセッサーに引っかからないよ
うにあらかじめ小さく切っておく

カラシナ以外の材料と調味料を
ボールに入れ混ぜる1

4のからし菜団子を入れタレをからめる6

レモン果汁以外のエスニックだれの材料を
しっかりと混ぜ鍋に入れる、最後にレモン
果汁を入れ強火で混ぜる

5

タレごと盛りつけて出来上がり！7
手に油をつけて団子状に丸める
（６個ぐらい）3
160～170度の油で
２～３分揚げる4

カラシナを入れよく混ぜる2
カラシナはビタミンA・ビタミン
C・カルシウム・カリウム・鉄分・
葉酸などを含む

カラシナはビタミンA・ビタミン
C・カルシウム・カリウム・鉄分・
葉酸などを含む

薄力粉・卵・パン粉の順につける4

冷蔵庫で解凍する5

再度30秒ほど揚げたら取り出す8

一度取り出し、30秒置く（余熱タイム）7
余熱をうまく使って→ゆっくり火が通ることでイカがパサ
つかずしっとり！
余熱をうまく使って→ゆっくり火が通ることでイカがパサ
つかずしっとり！

160～ 170度の油で揚げる。裏表返しながら均等に。
まずは１分揚げる→6～7割火を入れるイメージ6

お皿に盛りつけて、混ぜ合わせたタレを添えて完成
です9

長ネギのみじん切り、紅ショウガを加えて
再びフードプロセッサーにかける2
セーイカはミンチに !→火に入れても硬くならないセーイカはミンチに !→火に入れても硬くならない

パン粉をつけやすくするために食べやすい
大きさに成形して30分ほど冷凍庫で固める3
パン粉をつけやすくするために冷蔵ではなく冷凍で！パン粉をつけやすくするために冷蔵ではなく冷凍で！

からし菜団子のエスニックだれ

野菜ソムリエ上級プロ
徳元 佳代子さん

監修

材料(２人分)
● カラシナ １２０ｇ
● 鶏ひき肉 ２００ｇ
● 島豆腐 ７０ｇ
● 白ネギ ５０ｇ
● ニンニク ７ｇ
● ショウガ ７ｇ

調味料
● 片栗粉 大さじ１
● 料理酒 小さじ１
● 鶏がらスープの素 小さじ１
● 砂糖 小さじ１
● しょう油・塩 各小さじ1/2

エスニックだれ
● スイートチリソース 大さじ４
● 水 大さじ５
● レモン果汁 大さじ２
● 片栗粉 小さじ１
● 塩 少々

※カラシナは洗って粗みじん切りに
し、塩ふたつまみでもんで水分を
絞っておく
※島豆腐はペーパタオルで包んで
絞っておく

カラシナは島野菜の代表格！
ほうれん草よりビタミンC、カリウム、鉄が多く
含まれていますので、是非たくさん召し上がって
いただきたい！

最後に…

佐久本 真彩
キャスター

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
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ョ
ン



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
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