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沖縄の祈りを彫る
－ 版画家・名嘉睦稔 －

木版画「福樹の緑門」2010年作

木版画「星夜馨」2007年作



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の2 関連番組沖縄

16日
（木）

17日
（金）

散無空花の咲く（2003年作）散無空花の咲く（2003年作） 福樹の緑門（2010年作）福樹の緑門（2010年作）

午後7：30  沖縄県域

 2日(木） 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「果報を運ぶHYの愛の歌」
 3日(金） 19:30～ 沖縄の歌と踊り　アーカイブス選「喜歌劇・元の若さ」
 4日(土） 11:15～ 沖縄の歌と踊り　アーカイブス選「喜歌劇・元の若さ」（再）

 10日(金） 19:30～ おきなわアート探訪SP「沖縄の祈りを彫る  － 版画家・名嘉睦稔 －」
 5日(日） 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「果報を運ぶHYの愛の歌」（再）

 11日(土） 11:15～ おきなわアート探訪SP「沖縄の祈りを彫る  － 版画家・名嘉睦稔 －」（再）

 17日(金） 19:30～ うちなーポップス50年史 「～名曲は、時代をこえて～」 Ⅱ (再)

 24日(金） 19:30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～
 24日(金） 17:05～ 沖縄熱中倶楽部

 25日(土） 11:15～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～（再）

 16日(木） 19:30～ うちなーポップス50年史 「～名曲は、時代をこえて～」 Ⅰ (再)

沖縄の伝統工芸やアートの魅力を
伝える「おきなわアート探訪」の新
春特番。
沖縄の懐かしい風景と祈りの姿を
木版画に彫り続けている版画家・
名嘉睦稔さんと、イメージを生み
出す聖地に訪れます。そして新た
な作品が誕生します！

沖縄の祈りを彫る － 版画家・名嘉睦稔 －
な　 か　 ぼく  ねん

10日
（金）
10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

果報を運ぶHYの愛の歌

2日
（木）
2日
（木）

今月のゲストは２年ぶりの登場となるＨＹ！コロナ禍
にあっても、常に新しい表現を模索し進化を続けて
きました。そんな中で誕生した、ＨＹならではの愛の
歌をたっぷりとお届けします。

9日[木]

23日[木]

今回は、星のきれいな八重山のお話です。
昔、星を眺めるのが大好きな家族がいま
した。ところが両親は流行り病で亡くなり、
息子は親切な隣の家の人たちに育てら
れます。大人になっても寂しくなると星を
眺めていた息子ですが、ある日、妻にして
欲しいと声をかけてきた女性がいました。

昔々、石垣島の海には、たくさんのクジラ
の家族が暮らしていました。ところが、１
匹の大きなシャチが石垣島の海に住み
着いて、クジラの子供達を襲うように
なったのです。若いクジラの夫婦は、生ま
れてくる子供のことを思うと恐ろしくて
なりません。クジラの夫は、お腹の大き
な女房を海の底にある洞窟に隠しました。
しかし、凶暴なシャチは、すぐにいどころ
をかぎつけ…。

うちなー昔話 「ナナチブシ女房」（再）

うちなー昔話 「クジラ女房」3日
（金）
3日
（金）

午後7：30  沖縄県域

本土復帰前より放送されている「沖縄の歌と踊り」のアーカイブスの中から、真喜志康忠が構成・演出を務め、1983年に放送
され沖縄の視聴者を笑いの渦に巻き込んだ喜歌劇「元の若さ」を紹介します。

アーカイブス選「喜歌劇・元の若さ」

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～（再）

第1夜

第2夜

24日
（金）
24日
（金）

2
月
の
お
す
す
め
番
組

!



エビのロールキャベツ蒸し

エビ…足腰を丈夫にする
山芋…老化防止・胃腸の調子を整える・
　　　足腰を丈夫に
島ニンジン…胃腸の調子を整える
　　　　　　血の不足を補う
キクラゲ…耳にいい・足腰を丈夫に
ニンニクの葉…おなかと腰を温める
キャベツ…胃腸の調子を整える
　　　　　消化を助ける

薬膳POINT

ご家庭ででる野菜くず（キャベ
ツの芯やシイタケの軸、ピーマ
ンのへたなど）を入れると豊か
な味と栄養が出ます。

最後に…

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

金魚の目と口

右左を１セットとして
３セット

佐久本 真彩
キャスター

国際中医薬膳師
宮國 由紀江さん

監修

仲本 奈鶴季
キャスター

フランス料理店経営
新屋 健一さん

監修

材料(２人分)
● キャベツ ６枚
● エビ ２００ｇ
● 島ニンジン １００ｇ
● 山芋 ６０ｇ

● キクラゲ ４０ｇ
● ニンニクの葉 ２０ｇ
● 塩 小さじ１

簡単タレ
● 醤油 大さじ３ ● 酢 大さじ４

※キャベツはあらかじめボイルして芯を切り落として
おく。
※エビはすこし刻んでおく。
※島ニンジン・キクラゲ・ニンニクの葉はみじん切りに。

材料(２人分)
● トウモロコシ １本
● セロリ ３０ｇ
● にんじん ３０ｇ

● 玉ねぎ ２０ｇ
● 卵 １個

調味料
● ローリエ １枚 ● 塩・こしょう 適量

クールブイヨンとは

野菜やハーブからつくるだし汁
鶏ガラなどに比べ時短

口をたてに開ける
（「お」のかたち）
目を右斜め上に
動かす（5秒キープ）
→元に戻す

1

反対も同様に、
目を左斜め上に
動かす（5秒キープ）
→元に戻す

2

あごに力を入れない
注意ポイント

お風呂に入ったときになどにグリグリ
するとお顔のコリがとれますので
ぜひ行ってみてください。

最後に…

鼻の下とあごを
　　真下に伸ばすように

注意ポイント

顔のむくみとたるみに効果的な
ポーズになりますので、ぜひ行って
みてください。

最後に…

エビをすり鉢（フードプロセッ
サーでもOK）で好みの状態に
すっていく

1 沸騰した鍋に蒸し器を置いて
10分程度蒸す5
簡単タレをまぜてロールキャ
ベツに添えてできあがり！6

みじん切りにした島ニンジン・
キクラゲ・ニンニクの葉・塩
を加えまぜる

3

まぜたタネを６等分してキャ
ベツで包む4

山芋をすりおろし1に加える2

とうもろこしの皮とひげ
根をとる（ゆで汁・ひげ根・
皮は捨てずにとっておく）

1

とうもろこしの実を包丁
でそぐ4

軸をカットする（６等分ぐらい）5
空の鍋にトウモロコシの皮・ひげ根・
軸・ゆで汁600ｍlを入れる
0.5ミリぐらいにスライスしたセロリ・
玉ねぎ・にんじんを入れ
ローリエ・塩・こしょうを加える

6

野菜だしのベースは玉ねぎ・にんじん・
セロリ
野菜だしのベースは玉ねぎ・にんじん・
セロリ

沸とうしたら弱火で１５分7
スープの味を凝縮させるためフタはしないスープの味を凝縮させるためフタはしない

ざるでこす→クールブイヨンの
できあがり8

鍋に戻したクールブイヨンに
とうもろこしの実を加え、
塩・こしょうで味を
ととのえる

9

お好みで溶き卵をいれる、
盛り付けてできあがり！10

沸騰したお湯に塩を少々
入れてトウモロコシを5分 
下ゆでする

2

水分をとったトウモロコ
シに焼き目をつける
（30秒ぐらい）
3

焼き目をつけると甘さに香
ばしさが加わる
焼き目をつけると甘さに香
ばしさが加わる

県産とうもろこしのクールブイヨン

○表情筋の疲れを取る
○あごのたるみ上げ
○小顔

期待できる

効果
○Tゾーンのテカリを抑える
○美肌
○額の筋肉強化
○左右のバランスを整える

期待できる

効果

あんグリグリ

口をポカンと開けて
下あごをリラックス
させる
目の力を抜いて
ゆるめる

1

両手をグーにして
左右のあご全体を
強めに
グリグリほぐす

2

今回は腰をあたため、足腰を丈夫に
するというテーマで食材を組み合わ
せてみました。
体が冷えてしまうと体調をくずしや
すくなりますので、ぜひこのメ
ニューをお試しください！

まとめ…

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
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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