音楽番組

健康・福祉番組

NHK 歌謡コンサート

ハートネットＴＶ 公開すこやか長寿

豪華ゲスト歌手による夢の競演

ご長寿の秘けつと地元の
魅力満載のステージ

総

合

毎週火曜日 後8：00〜8：43

トーク番組
ラジオ深夜便のつどい
深夜便アンカーの
トークサロン
ラジオ第 1

Eテレ

毎日 後 11：15〜前 5：00

木曜日
（随時）
後8：00〜8：29

F M
毎日 深夜1：00〜前5：00

2015
6/30（火）青森県 青森市
2016
2/16（火）富山県 富山市

ふるさと自慢うた自慢
ゲスト歌手と地元出演者の
お国自慢と歌合戦
ラジオ第 1

国際放送

2015
5/9 （土）大阪府
6/13
（土）鳥取県
9/26
（土）福島県
11/7 （土）徳島県
2016
1/31
（日）大分県
2/20
（土）茨城県

松原市
湯梨浜町
玉川村
牟岐町
日田市
笠間市

毎週土曜日 後4：05〜4：55

きょうの健康
確かで・信頼できる・役立つ
健康・医療情報を発信
2015
（金）千葉県
3/13
4/3 （金）大阪府
（金）東京都
4/10
5/1 （金）岩手県
（金）三重県
5/15
6/5 （金）島根県
（金）宮崎県
6/12
（金）北海道
6/19
（金）長野県
6/26
9/4 （金）青森県
10/16（金）山梨県
10/23（金）広島県
11/6 （金）北海道
12/18（金）福岡県
2016
（金）徳島県
1/22
2/5 （金）岐阜県

Eテレ
長生村
貝塚市
羽村市
葛巻町
桑名市
奥出雲町
門川町
共和町
辰野町
深浦町
中央市
福山市
鹿追町
苅田町
石井町
揖斐川町

毎週月〜木曜日 後8：30〜8：45

ラジオ体操
健康第一、
それ1・2・3！
ラジオ第 1

国際放送

2015
5/9 （土）北海道 大空町
5/30
（土）石川県 津幡町
6/13
（土）山梨県 北杜市
9/11
（金）神奈川県 小田原市
9/26
（土）鳥取県 三朝町
10/10（土）山形県 酒田市
11/7 （土）新潟県 五泉市
12/5 （土）香川県 土庄町
2016
1/23
（土）宮城県 南三陸町
1/29
（金）兵庫県 稲美町
2/6 （土）福岡県 篠栗町
2/27
（土）愛知県 あま市

俳句王国がゆく
俳句を通して
その土地の魅力を再発見
Eテレ
日曜日（基本第3週）
後3：00〜4：00

毎日 朝6：30〜6：40

昭和ヒット倶楽部
昭和の流行歌を
たっぷりお届けします
ラジオ第 1

国際放送

毎週木曜日 後9：30〜9：55

2015
7/8（水）埼玉県 新座市
（水）千葉県 白子町
11/18
12/2 （水）神奈川県 南足柄市

※全国52会場で実施予定

※掲載情報は平成２7年3月13日
現在の実施予定です。
また、放送日時は変更に
なることがあります。

観覧のお申込み方法について

趣味・教養番組
2015
5/23
（土）佐賀県 神埼市
7/5 （日）北海道 大樹町

平成２7年度に
全国各地で開催を
予定している
主な公開番組を
ご紹介します。

2015
3/21
（土）北海道
4/18
（土）山梨県
5/30
（土）愛媛県
6/13
（土）滋賀県
8/8 （土）宮城県
9/5 （土）兵庫県
10/24（土）茨城県
11/14（土）広島県
12/19（土）愛知県
2016
1/23
（土）長崎県

士別市
身延町
松野町
草津市
栗原市
姫路市
那珂市
坂町
みよし市
松浦市

全国各地で開催する公開番組の観覧については、入場無料ですが、事前の
お申込みが必要です。応募方法・締め切り・ゲスト等の詳細は、開催地の各
放送局にお問い合わせいただくか、ホームページをご参照ください。
なお、お申込み多数の場合は、抽選となります。

NHK公開番組やイベント情報はこちらから

http: //nhk.jp/event /

イベント・インフォメーション

全国のNHK各放送局 問い合わせ先一覧
札幌 (011) 232-4001 前橋 (027) 251-1712

広島 (082) 504-5218
(029)
232-9885 岡山 (086) 214-4714
函館 (0138) 27-0111 水戸
旭川 (0166) 24-7000 千葉 (043) 203-1001 松江 (0852) 32-0700
帯広 (0155) 23-3111 宇都宮 (028) 634-9166

鳥取 (0857) 29-9200

釧路 (0154) 41-9191 さいたま (048) 833-2041

山口 (083) 921-3733

北見 (0157) 23-4181 名古屋 (052) 952-7070

松山 (089) 921-1111

室蘭 (0143) 22-7271 金沢 (076) 264-7002

高知 (088) 823-2300

仙台 (022) 211-1001 静岡 (054) 274-1000

徳島 (088) 626-5970

秋田 (018) 825-8111 福井 (0776) 28-8850

高松 (087) 825-0160

山形 (023) 625-9510 富山

(076) 444-6610 福岡 (092) 724-2266

盛岡 (019) 626-8811

(059) 229-3000 北九州 (093) 591-5002

津

福島 (024) 526-4660 岐阜

(058) 264-4611 熊本 (096) 326-8205

青森 (017) 774-5111 大阪

(06) 6941-0431 長崎 (095) 821-3124

東京 (03) 3464-0200 京都

(075) 251-1111 鹿児島 (099) 805-7114

長野 (026) 291-5200 神戸
新潟 (025) 230-1616 和歌山

(078) 252-5000 宮崎 (0985) 32-8124
(073) 424-8111 大分 (097) 533-2813

甲府 (055) 255-2111 奈良

(0742) 26-3411 佐賀 (0952) 28-5009

横浜 (045) 212-2822 大津 (077) 522-5101 沖縄 (098) 865-2222

受信契約のお申込みや住所変更などのご連絡は
■パソコンのホームページから
■携帯電話サイトから
アクセス方法 メニュー
■お電話で

http://nhk.jp/jushinryo/

ＴＶ

ＮＨＫ

専用のＮＨＫフリーダイヤル

受信料の窓口

0120-151515

(平日午前９時〜午後１０時／土・日・祝日午前９時〜午後８時／通話料無料)

公開番組の
ご案内
平成27年度
ＮＨＫでは視聴者のみなさまに
ご参加いただく公開番組を全国各地で開催し
地域の情報、歴史、文化を全国の
お茶の間へお届けいたします。
みなさまのご来場をお待ちしています。

音楽番組
新・ＢＳ日本のうた
今年度よりリニューアル！ これまで
以上に贅沢なステージをお届します
BSプレミアム
毎週日曜日 後 7：30〜8：59

吹奏楽のひびき

ベストオブクラシック

民謡魂 ふるさとの唄

吹奏楽の持つ
さまざまな魅力をご紹介

一流の演奏家によるクラシックコンサート

民謡やふるさとの唄などで
日本の伝統音楽を再発見

F M
毎週日曜日 前7：20〜8：10

F M
毎週月〜金曜日 後7：30〜9：10

BSプレミアム クラシック倶楽部
毎週月〜金曜日 前5：00〜5：55

2015
4/2 （木）広島県 広島市
4/9 （木）愛知県 新城市
4/16（木）埼玉県 本庄市
4/23（木）秋田県 能代市
4/30（木）北海道 北見市
5/14（木）山口県 岩国市
5/21（木）静岡県 焼津市
6/4 （木）千葉県 君津市
6/11（木）大分県 臼杵市
6/18（木）神奈川県 厚木市
6/25（木）和歌山県 田辺市
7/2 （木）香川県 丸亀市
7/9 （木）茨城県 常陸大宮市
7/16（木）北海道 千歳市
8/27（木）宮崎県 延岡市
9/3 （木）栃木県 小山市
9/10（木）群馬県 前橋市
9/17（木）鹿児島県 姶良市
9/24（木）新潟県 魚沼市
10/1 （木）広島県 呉市
10/15（木）愛知県 知多市
11/5 （木）岩手県 奥州市
11/12（木）宮城県 仙台市
11/19（木）栃木県 日光市
11/26（木）石川県 加賀市
12/3 （木）兵庫県 加古川市
12/10（木）神奈川県 綾瀬市
2016
1/14（木）群馬県 富岡市
1/21（木）長野県 上田市
1/28（木）宮崎県 宮崎市
2/4 （木）青森県 三沢市
2/11（木）埼玉県 川越市
2/18（木）高知県 高知市
3/3 （木）島根県 大田市

2015
9/5 （土）熊本県 八千代市
2016
（土）大阪府 堺市
1/30

リサイタル・ノヴァ
クラシック界の新星が熱演
F M
毎週日曜日 後8：20〜8：55

2015
（土）岡山県
5/30
（日）群馬県
7/12
（土）京都府
9/19
（日）愛媛県
11/15

里庄町
明和町
八幡市
新居浜市

ブラボー！オーケストラ
一流オーケストラによるクラシックコンサート
F M
毎週日曜日 後7：20〜8：20

2016
1/9（土）大阪府 泉佐野市
2/13
（土）兵庫県 芦屋市

ららら♪クラシック
クラシック音楽の魅力をわかりやすく伝えます
Eテレ
毎週土曜日 後9：30〜9：59

総

土・日曜日・祝日 ( 随時）
後 3：05〜3：49

2015
4/12（日）岡山県
5/10（日）徳島県
5/31（日）北海道
6/21（日）長崎県
9/6 （日）長野県
11/8 （日）滋賀県
12/6 （日）青森県

高梁市
阿南市
音更町
平戸市
佐久市
高島市
むつ市

2016
1/17（日）愛知県 刈谷市
2/7 （日）神奈川県 松田町

2015
6/21（日）千葉県 旭市

弾き語りフォーユー
小原孝がピアノソロで様々な
ジャンルのリクエストに応えます
F M
毎週月〜木曜日 前11：00〜11：20

合

木曜日 後8：00〜8：43

ラジオ第 1 ごきげん歌に乾杯！
水曜日
（最終週）
後8：05〜8：55 9：05〜9：30

国際放送

F M
毎週土曜日 後0：30〜0：55

2015
（金）島根県 川本町
4/24
（土）秋田県 秋田市
5/23
7/4 （土）佐賀県 嬉野市
（日）北海道 乙部町
7/12
（木）山形県 川西町
8/20
（土）山口県 阿武町
9/19
（日）宮城県 登米市
9/27
10/10（土）静岡県 長泉町
10/18（日）北海道 美深町
10/25（日）千葉県 匝瑳市
11/18（水）神奈川県 相模原市
12/19（土）高知県 黒潮町
2016
（土）福井県 美浜町
2/13
（日）熊本県 菊池市
2/21

合

進行役はサンドウィッチマン！
大学キャンパスで収録するバラエティ番組

2015
3/4 （水）福島県
4/2 （木）富山県
4/23（木）栃木県
5/14（木）愛媛県
5/28（木）埼玉県
7/2 （木）北海道
9/24（木）滋賀県
11/12（木）新潟県
11/26（木）山形県
12/9 （水）長崎県
2016
1/28（木）千葉県
2/25（木）静岡県

二本松市
黒部市
鹿沼市
宇和島市
熊谷市
釧路市
東近江市
上越市
南陽市
長崎市
四街道市
御殿場市

ラジオ第 1

国際放送

土曜日
（最終週）
前10：05〜10：55

ラジオ第 1

国際放送

ラジオ第 1

国際放送

毎週日曜日 後 3：30〜3：55

2015
4/29（水･祝）福島県 桑折町
5/10（日）熊本県 多良木町
5/22（金）福岡県 大刀洗町
6/5 （金）岐阜県 八百津町
6/27（土）北海道 新篠津村
7/4 （土）広島県 庄原市
8/29（土）埼玉県 蕨市
9/12（土）北海道 利尻町
9/19（土）福井県 若狭町
10/3 （土）香川県 観音寺市
10/9 （金）高知県 仁淀川町
12/4 （金）秋田県 鹿角市
12/12（土）大分県 杵築市
2016
1/22（金）三重県 紀北町
2/14（日）鹿児島県 志布志市

みんなDEどーもくん！
2015
6/29（月）千葉県 松戸市
10/7 （水）神奈川県 横須賀市

NHKキャラクターの
ファミリーステージ
BSプレミアム
毎週日曜日 前 8：55〜9：30

着信御礼！ケータイ大喜利
ケータイ・スマホで大喜利！
めざせレジェンド
総

合

毎週土曜日
（第 4 週を除く）
深夜 0：05〜0：49

2015
4/10（金）宮城県 村田町
5/1 （金）栃木県 野木町
5/15（金）奈良県 高取町
5/29（金）群馬県 板倉町
6/12（金）京都府 京丹後市
6/19（金）福岡県 築上町
7/10（金）滋賀県 日野町
7/17（金）大阪府 豊能町
9/4 （金）徳島県 吉野川市
9/18（金）岡山県 吉備中央町
10/16（金）北海道 福島町
10/30（金）京都府 与謝野町
11/6 （金）愛知県 美浜町
11/13（金）兵庫県 洲本市
12/4 （金）和歌山県 海南市
12/11（金）沖縄県 うるま市
12/18（金）三重県 南伊勢町
2016
1/29（金）奈良県 斑鳩町

2015
（日）山梨県
5/17
（日）新潟県
6/28
9/6 （日）鳥取県
9/20
（日）宮城県
10/4 （日）沖縄県
11/15
（日）京都府
12/6 （日）岐阜県
2016
2/21
（日）愛媛県

甲州市
村上市
米子市
岩沼市
名護市
長岡京市
土岐市
松前町

にほんごであそぼ

みいつけた！
コッシーたちと歌って遊ぶ
ステージショー

Eテレ

Eテレ
毎週月〜金曜日 前7：45〜8：00

2015
4/14（火）東京都 国立市
5/26（火）東京都 渋谷区
※ほか3会場で実施予定

2015
7/19（日）三重県 四日市市
12/20（日）福岡県 福岡市

2015
5/17
（日）北海道 根室市
2016
2/7 （日）三重県 伊勢市

合
国際放送

毎週日曜日 後 0：15〜1：00

各地に縁の名文や歌が満載のコンサート
毎週月〜金曜日 前6：45〜6：55

総

ラジオ第 1

毎週土曜日（最終週を除く）
前 10：05〜10：55

子ども向け番組

2015
7/17（金）宮崎県 日南市

バラエティ番組

総

ＮＨＫのど自慢
明るく、楽しく、元気よく！
あなたの歌声を全国へ

MUSIC JAPAN

キャンパス寄席
ごきげん歌謡笑劇団

上方演芸会
上方漫才の決定版

アイドルからロックまで
最新Ｊ-ＰＯＰの豪華ライブショー
毎週日曜日
深夜 0：10〜0：49

コロッケがお届けする
ご当地バラエティの決定版

真打ち競演
漫才・漫談・落語の
真打ちによる名人芸

J-POP 番組

総

2015
6/24（水）埼玉県 越谷市

民謡をたずねて
日本人の心、
民謡を唄い継ぐステージ
ラジオ第 1

合

参加番組

演芸番組

民謡・邦楽番組

クラシック音楽番組

2015
（日）埼玉県 行田市
10/11

2015
4/5 （日）愛媛県 八幡浜市
4/12（日）茨城県 神栖市
4/19（日）北海道 岩内町
4/26（日）東京都 瑞穂町
5/3 （日）鳥取県 鳥取市
5/10（日）新潟県 糸魚川市
5/17（日）長崎県 西海市
5/24（日）高知県 四万十市
5/31（日）山形県 寒河江市
6/7 （日）兵庫県 朝来市
6/14（日）三重県 亀山市
6/21（日）島根県 益田市
6/28（日）鹿児島県 曽於市
7/5 （日）京都府 綾部市
7/12（日）青森県 五所川原市
7/19（日）栃木県 那須塩原市
7/26（日）埼玉県 春日部市
8/2 （日）北海道 中標津町
8/9 （日）和歌山県 紀の川市
8/16（日）熊本県 宇城市
8/23（日）愛知県 小牧市
8/30（日）神奈川県 秦野市
9/6 （日）北海道 浦河町
9/13（日）大分県 豊後大野市
9/20（日）富山県 高岡市
9/27（日）山梨県 市川三郷町
10/4 （日）宮崎県 日向市
10/11（日）奈良県 奈良市
10/18（日）秋田県 五城目町
10/25（日）石川県 輪島市
11/1 （日）香川県 三豊市
11/8 （日）長野県 塩尻市
11/15（日）北海道 遠軽町
11/22（日）山口県 山陽小野田市
11/29（日）佐賀県 鳥栖市
12/6 （日）千葉県 柏市
12/13（日）福井県 越前市
2016
1/10（日）沖縄県 宮古島市
1/31（日）静岡県 磐田市
2/7 （日）大阪府 吹田市
2/14（日）宮城県 石巻市
2/21（日）群馬県 渋川市
2/28（日）福岡県 飯塚市
3/13（日）福島県 広野町
3/20（日）広島県 三次市
3/27（日）岐阜県 安八町

