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‒演歌・歌謡曲の司会者として欠かせな
い存在の宮本さんが音楽番組に携わるき
っかけとは ？

「実は、業務命令です（笑）。最初に担当し
たのが 『歌謡コンサート』 の司会でした。
それまでは報道番組でキャスターをしてい
たので、歌番組の司会へ頭の切り替えが
上手く出来ないうちにスタートしました。
その後、立て続けに 『思い出のメロディー』、
『歌謡チャリティーコンサート』、『紅白歌合
戦』 など、ＮＨＫの主要な音楽番組をやら
せていただいたことがありがたかったです
ね。次から次に悩んでいる暇なく吸収して
いったように感じます。」
‒『一番星』と他の音楽番組との違いや
魅力を教えてください。

「一般的な音楽番組は歌手の方が歌に専
念でき、司会はその環境作りに徹すればい
いと思います。が、この番組はゲスト歌手の
今一番興味を持っていることが引き出せる、

相手もそれに対し思う存分話すことができ
る、そこに生身の人間の素顔が見えるわけ
です。ですから、こちらも楽しいですし、そこ
が『一番星』の魅力であり、他の番組との
大きな違いではないでしょうか？」
‒出演者の素顔を引き出すために心掛
けられていることはなんでしょうか？

「構えないことです。司会者の顔をしている
宮本隆治だと出演者も構えてしまいます。
『私の部屋に遊びにきて下さり、ありがと
う』 という風に普段着の感じで臨みます。

『どうぞお座りください！』その第一声が重
要なんです。」
‒思い出に残っている場面はなんでしょ
うか？

「五木ひろしさんが息子さんのお話をして
いる時、突然、目から涙が・・・。息子さ
んは子供の頃、芸能人の子供とういうこと
でイジメの対象にもなったようです。が、

『昔は嫌な時もあったが、今ではオヤジを

尊敬している』と打ち明けてくれたのです。
そう言った瞬間、五木さんは感極まって泣
いたのでした。五木さんを泣かせた番組は
そう多くないと思いますよ。」
‒今後、『一番星』でチャレンジしたい
ことがあれば教えてください。

「コントがやりたいですね（笑）。出演者と
コントをしながら歌へ移行するような。

『一番星市役所』をやりながら思いました。
ドリフターズのコントが目標です！コント
から真面目な歌へ移るのは、難しいかもし
れませんが。」
‒最後に番組視聴者へメッセージをお
願いします。

「この番組は、歌手の方々の今の姿、素顔、
知られざる事実が見られます。当然、直接
ご本人の言葉で話して下さるわけですか
ら貴重な場面も多いです。是非、これから
もご覧ください！」

フリーアナウンサー

宮本隆治 Lyuji Miyamoto

1950年10月8日生まれ。福岡県北九州
市出身。1973年慶應義塾大学文学部卒
業後、NHK入局。「歌謡コンサート」「思い
出のメロディー」「のど自慢」等、数々の名
物番組を担当。「NHK紅白歌合戦」では、
1995年から6年連続総合司会を務める。
2007年4月、定年退職を機にフリーアナ
ウンサーに。2009年11月には「天皇陛
下御在位二十年記念式典、並びに国民
祭典」の司会を務めた。2016年3月発売

「恋猫/東京ムーンライト」にて歌手活動
も積極的に行なう。趣味はラテンダンス。

アシスタント

100回記念祝

宮本隆治インタビュー

「宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星」

宮本隆治が毎回豪華ゲストを迎えて歌手の素顔に迫る、演歌・歌謡曲の情報バラエティ。
「第100回記念 総集編」では、放送100回を記念して、これまでにご出演頂いた60組以上の
豪華歌手の歌声を一挙にお届けします。名曲盛りだくさんの永久保存版です！

10/10（月・祝） 午後6時 #99  渡辺真知子

10/24（月） 午後6時 #100  第100回記念 総集編

宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
〜演歌・歌謡曲情報バラエティ〜

アシスタント 
大久保涼香



宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
コンサート2016
～演歌ちょいワルおやじスペシャル～
『宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星～演歌・歌謡曲情報バラエティ～』の
コンサート特番第2弾！ 
今回は、細川たかし、堀内孝雄、鳥羽一郎、角川博といった
演歌界の“ちょいワルおやじ”たちが集結！
生演奏による豪華歌唱ステージと素顔に迫る爆笑トークを繰り広げます。
また、演歌でデビューした経験を持つタレントの吉木りさが
番組アシスタントを務め、おやじ歌手達とデュエットするほか、
宮本隆治と門倉有希が番組のテーマ曲「恋猫」を熱唱します！

【歌唱曲】
細川たかし・堀内孝雄・鳥羽一郎・角川博 ♪浪花節だよ人生は
細川たかし ♪北酒場 ♪矢切の渡し ♪心のこり
堀内孝雄 ♪恋唄綴り ♪竹とんぼ ♪惜春会
鳥羽一郎 ♪兄弟船 ♪男の港 ♪海の匂いのお母さん
角川博 ♪許してください ♪女のきもち ♪おまもり
吉木りさと演歌ちょいワルおやじ ♪居酒屋 ♪銀座の恋の物語
門倉有希＆宮本隆治（ユキ＆リュウジ） ♪恋猫 ほか

 10/8（土）  よる8時  ◆再放送 10/29（土）よる8時

細
川
た
か
し

角
川 

博

堀
内
孝
雄

角
川
角
川
角
川
博鳥

羽
一
郎

吉木りさと
演歌ちょいワルおやじ

ユ
キ
＆
リ
ュ
ウ
ジ

豪華ステージを120分完全版で放送！！
演歌界の“ちょいワルおやじ”たちが集結!!



【歌唱曲】

♪私鉄沿線 
♪星屑のステージ 
♪家族になろうよ 
♪モニカ
♪星のフラメンコ 
♪ある女の詩 
♪喝采 ほか

山田邦子
インタビュアー／ファン代表

ファンもチケット入手困難な山内惠介のプレミアムLIVE
「惠音楽会」を歌謡ポップスチャンネルで独占放送。
山内惠介が “歌いたい曲を歌う” というコンセプトで、
名曲のカバーを自由に歌い上げます。
今回は第15回記念スペシャルとして、
今までに開催された「惠音楽会」で好評だった曲を
厳選し、歌唱披露。 また、10月に発売される
惠音楽会アルバムのリリースを記念し、
ファンを代表して山田邦子が山内惠介に
インタビューを敢行！  その模様もお届けします。

山
内  
惠
介

KeisukeYamauchi
 10/22（土）  よる8時  ◆再放送 10/26（水）午前11時

山内惠介ファンクラブ限定ＬＩＶＥ

ファン必見！プレミアムライブを独占放送！

 名場面を一挙放送！未公開シーンもお楽しみに。

『野口五郎の改札口の伝言板』 総集編

Part 110/12（水） よる10時 Part 210/26（水） よる10時

野口五郎が大好きな音楽について、毎回、個性豊かなゲストと語り合うシリーズ。 
番組発表会で、まさかのマスター五郎からの番組タイトル急遽変更事件にはじまり、
放送コードギリギリの発言が続出するなど、何かとお騒がせな番組です。
総集編では、収録が盛り上がりすぎて番組本編ではお見せ出来なかった数々の未公開シーンも放送いたします！！

研ナオコ／京本政樹／ダイアモンド ユカイ／錦野旦／榊原郁恵
森昌子／ LiLiCo ／野村義男／原田真二／杉山清貴

ゲスト：

『惠音楽会
SCENE15』

ひとみ
アシスタント



歌謡ポップスチャンネルは、日本で唯一の演歌・歌謡曲専門チャンネルです。

10/2（日）  #38  桜田淳子／松田聖子／田原俊彦ほか
  （NHK放送：1981年10月25日）

10/9（日）  #43  松田聖子／近藤真彦／堀ちえみほか
  （NHK放送：1982年7月4日）

10/16（日） #35  太田裕美／榊原郁恵／野口五郎ほか
  （NHK放送：1981年12月6日）

10/23（日） #37  西城秀樹／河合奈保子／田原俊彦ほか
  （NHK放送：1981年9月13日）

10/30（日） #25  ツイスト／松崎しげる／榊原郁恵ほか
  （NHK放送：1979年9月9日）

日本のアイドルポップス史を語る上で欠かせない伝
説的な公開歌番組。一世を風靡したアイドルのフレッ
シュな映像は永久保存版です！

毎週日曜  よる10時

MC：中山秀征

ニッポン放送とタッグを組んで毎
週お届けする「演歌・歌謡曲」ライ
ブ番組！中山秀征が旬なゲストを
招いて、公開収録ならではの臨場
感でお送りします。

毎週 水曜  午後6時

10/5（水）   #231  内藤やす子／岩波理恵／竹村こずえ
10/12（水）  #232  大月みやこ／入山アキ子／キュピトロン
10/19（水）  #233  大月みやこ／藤竜之介／キュピトロン
10/26（水）  #234  五木ひろし／野口五郎

10/14（金）  #9  三山ひろし／最上川司／浅野祥
10/28（金）  #10  三山ひろし／最上川司／浅野祥

演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手のトークバ
ラエティ！今回のテーマは「サムライ男子」。最新曲や
カバー曲も披露。“素顔”と“歌”の魅力を堪能できます。 

第2・4 金曜  午後6時

10/1（土）  #278  村田英雄／冠二郎／金田たつえ
（テレビ東京放送日：1993年11月21日）

10/8（土）  #279  細川たかし／瀬川瑛子／神野美伽／西尾夕紀
（テレビ東京放送日：1993年11月28日）

10/15（土） #280  石川さゆり／五木ひろし／マルシア
（テレビ東京放送日：1993年12月5日）

10/22（土） #281  堀内孝雄／小林幸子／藤あや子／近藤千裕
（テレビ東京放送日：1993年12月19日）

10/29（土） #282  森進一／永井みゆき／松原のぶえ
（テレビ東京放送日：1994年1月16日）

Ⓒ TV TOKYO

人気演歌歌手が熱唱します。来宮良子の語りと共に送
られる名曲の数々は、心に染み入ること間違いなしです。

毎週土曜  午後2時

10/11（火）

春日八郎  司会：水前寺清子
ゲスト：作曲家渡久地政信、吉田矢健治 作詞家矢野亮

（NHK放送日：1984 年1月5日）

午前10時 ◆再放送 10/15（土）午後5時ほか

10/10（月・祝）

堀内孝雄／市川由紀乃／北島三郎／香西かおり／五木ひろし／長山洋子／
橋幸夫／坂本冬美／氷川きよし／水森かおり／細川たかし／キム・ヨンジャ

午前10時〜午後2時、午後4時〜6時

この人 春日八郎ショー
妻と歩いたふたり坂 演歌の道に雨が降る

７０年・８０年代の青春時代には “ドライブ”とは切っ
ても切り離せない “音楽” があった。カーステレオで聴
いていたドライブミュージックを番組で再現。懐かし
い想い出とともに当時の音楽が楽しめます。

毎週水曜  よる10時30分

ニューミュージックやシティポップを
聴きながら、日本各地を疾走！

毎回、歌謡界を代表する名歌手が登場！今回は放送
当時、歌手生活丸32年を迎えた春日八郎。司会は普
段彼を「お父さん」と呼ぶ水前寺清子。
作曲家・渡久地政信が大ヒット曲「お富さん」誕生の
意外なエピソードを語るほか、歌手になるまで春日夫
人と二人三脚で乗り越えた当時の苦労を振り返る。

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

毎月２組の有名演歌歌手にスポットを当て、
過去のヒット曲から最新曲まで毎回５〜６
曲のプロモーションビデオをフルコーラスで
ご紹介する「ベストヒット演歌」。今月は5月
〜10月放送分を一挙放送いたします！

10/6（木）   #6  午前１０時 桂三枝
10/13（木）  #7  午後6時 竹下景子
10/20（木）  #8  午後6時 和田アキ子ほか

氷川きよしとグッチ裕三が各界で活躍する第一人者や
話題の人物をゲストに迎え、楽しいトークと歌を繰り
広げるバラエティショーをお届けします。

毎週 木曜  午前10時、午後6時

Ⓒ NHK

〜北海道編〜
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[  番組表  ]

月
3・10・17・24・31

火
4・11・18・25

水
5・12・19・26

木
6・13・20・27

金
7・14・21・28

 土
1・8・15・22・29

 日
2・9・16・23・30

6
歌謡最前線 わが心の演歌 三沢あけみのお茶会・歌謡界 Jソングアワー 歌う！セールスマン 政経マネジメント塾

（27年度）
※㉒政経マネジメント塾

（28年度）

とちぎ発！旅好き！
ベストヒット演歌 めんたいワイド増刊号③坂本冬美 ⑩堀内孝雄

⑰長山洋子 ㉔細川たかし ㉛香西かおり
④氷川きよし ⑪市川由紀乃
⑱橋幸夫 ㉕キム・ヨンジャ

⑤水森かおり ⑫北島三郎
⑲坂本冬美 ㉖堀内孝雄

⑥細川たかし ⑬香西かおり
⑳氷川きよし ㉗市川由紀乃

⑦キム・ヨンジャ ⑭五木ひろし
㉑水森かおり ㉘北島三郎 山日和

7 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

⑤⑫カラオケ上達！
演歌の新曲
トップテン

⑲㉖カラオケ演歌
カウントダウン100

ＤＡＭ
演歌カラオケ
新曲ベストテン

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

にっぽん！
産直グルメの旅

懐メロ♪ ドライブミュージック
～マリンロード編～
※②カラオケ上達！演歌の新曲
トップテン ( ～ 9:00)

8
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

特選！ ヒット演歌

9 インフォメーション
日本のこころ　ふるさとの歌

10
大鵬薬品スペシャル「演歌男子。３」
※⑩ベストヒット演歌 堀内孝雄 ④⑱煌く日本の歌手～わが心の演歌～

⑪㉕この人 
春日八郎ショー

中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
 

きよしとこの夜
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～ 演歌売れ筋

ランキング

ベストヒット演歌
細川たかし

車で旅する歌謡曲
※⑩ベストヒット演歌 市川由紀乃

ベストヒット演歌
キム・ヨンジャインフォメーション インフォメーション

11
時代を映す名曲アルバム
※⑩ベストヒット演歌 

北島三郎
11：30～ ベストヒット演歌 

香西かおり

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

特選！ ヒット演歌
※㉖山内惠介LIVE
『惠音楽会 SCENE15』

中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ 中山秀征の有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
車で旅する歌謡曲 インフォメーション

12
ベストヒット演歌

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

③市川由紀乃 ⑩五木ひろし
⑰細川たかし ㉔香西かおり ㉛氷川きよし

④北島三郎 ⑪橋幸夫
⑱キム・ヨンジャ ㉕五木ひろし

⑤香西かおり ⑫坂本冬美
⑲堀内孝雄 ㉖長山洋子

⑥五木ひろし ⑬氷川きよし
⑳市川由紀乃 ㉗橋幸夫

⑦長山洋子 ⑭水森かおり
㉑北島三郎 ㉘坂本冬美

インフォメーション ※⑩ベストヒット演歌 長山洋子

1
わが心の演歌 ※⑩ベストヒット演歌 橋幸夫

車で旅する歌謡曲 ※⑩ベストヒット演歌 坂本冬美

2
オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

ＤＡＭ
演歌カラオケ
新曲ベストテン

新 カラオケ演歌
カウントダウン

100
※⑥カラオケ上達！
演歌の新曲トップテン

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

演歌の花道 想い出ナンバー
TOP10 

～テーマ別 名曲ライブラリー～
※②80年代 女性アイドルソン
グ・ベスト１００

ベストヒット演歌
①氷川きよし ⑧細川たかし

㉙市川由紀乃 ※⑮㉒インフォメーション

3
中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
70's80's 
JUKEBOX 

～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
インフォメーション

4
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ ※⑩ベストヒット演歌 氷川きよし

特選！ ヒット演歌
クロスカヴァー・
ソングショー

インフォメーション ※⑩ベストヒット演歌 水森かおり 水道橋博士の８０年代伝説
※②フォークの風景

5
ベストヒット演歌 ①この人 淡谷のり子ショー

⑧㉒煌く日本の歌手
～わが心の演歌～
⑮㉙この人 
春日八郎ショー

野口五郎の
改札口の伝言板③堀内孝雄 ⑩細川たかし

⑰水森かおり ㉔北島三郎 ㉛坂本冬美
④市川由紀乃 ⑪長山洋子
⑱細川たかし ㉕香西かおり

⑤北島三郎 ⑫橋幸夫
⑲キム・ヨンジャ ㉖五木ひろし

⑥香西かおり ⑬坂本冬美
⑳堀内孝雄 ㉗長山洋子

⑦五木ひろし ⑭氷川きよし
㉑市川由紀乃 ㉘橋幸夫

演歌の花道 ※⑩ベストヒット演歌 キム・ヨンジャ なぎらＴＶあの時代を語れ！
※② Age Free Music ～カラオケ名曲辞典～

6
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

 
NHK歌謡コンサート

中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
 

きよしとこの夜

大鵬薬品スペシャル「演歌男子。３」
※⑦NHK歌謡コンサート (～7: 00 )

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

※⑯氷川きよしコンサート2015 
きよしこの夜 Vol.15
7:30 ～ 演歌カラオケ大全集

うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～インフォメーション

7
中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

時代を映す
名曲アルバム

8 特選！ ヒット演歌
中山秀征の有楽町で
逢いまＳＨＯＷ

①⑮中村美律子コンサート 
9:30～ 演歌カラオケ大全集
⑧㉙宮本隆治の歌謡ポップス
☆一番星コンサート2016
㉒山内惠介 LIVE
『惠音楽会 SCENE15』
9:00 ～ 演歌カラオケ大全集

カラオケ演歌カウントダウン100
※②宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
コンサート 

9:30～ 演歌カラオケ大全集
※⑨カラオケ上達！演歌の新曲トップテン

インフォメーション

9 60年代 僕たちの青春ソングス
僕たちの青春ソングス

10
水道橋博士の
８０年代伝説 70's80's JUKEBOX 

～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

野口五郎の
改札口の伝言板

クロスカヴァー・
ソングショー

なぎらＴＶ 
あの時代を語れ！

大鵬薬品スペシャル「演歌男子。３」
※⑧NHK歌謡コンサート ( ～ 11:00)

レッツゴーヤング野口五郎の
改札口の伝言板

新懐メロ♪ ドライブ
ミュージック～北海道編～

水道橋博士の
８０年代伝説

Age Free Music
～カラオケ名曲辞典～

ベストヒット演歌 ①水森かおり 
⑮キム・ヨンジャ㉒堀内孝雄 ㉙北島三郎

11 70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

70's80's 
JUKEBOXシリーズ 
Ｂ面コレクション

想い出ナンバーTOP10
～テーマ別 名曲ライブラリー～

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

70年代 女性アイドル
ソング・ベスト１００ ＤＡＭ

演歌カラオケ
新曲ベストテン

70年代 女性アイドルソング・ベスト１００
※②想い出ナンバーTOP10 
～テーマ別 名曲ライブラリー～

0 懐メロ♪ ドライブミュージック ～ミッドナイト ハイウェイ編～ 70's80's JUKEBOX ～私たちが選ぶこの10曲～
※②70's80's JUKEBOXシリーズ Ｂ面コレクション

70's 80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

1 時代を映す名曲アルバム 懐メロ♪ ドライブミュージック
～ミッドナイト ハイウェイ編～ ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～

若っ人ランド
⑤⑲政経マネジメント塾（27年度）
⑫㉖たけおの鹿児島全力たび

カラオケチャンネル 郷土劇場

2
ハワイ・ローカルトーク

virtual trip わが心の演歌 僕たちの青春ソングスvirtual trip
山日和 さつま狂句 さつま狂句

インフォメーション

演歌＆歌謡
ランキングアワー お茶の間アワー

懐かし
プレミアムアワー

マークは同時に複数の音声を放送している音声多重放送の番組です。　
※番組は深夜3時にて放送終了します。※番組表の歌手名はオリジナル
歌手名であり、お手本ボーカルの歌手とは異なります。※番組は予告無
く変更、または休止する場合がございます。予めご了承ください。
※停波 10/19深夜1時～10/20あさ7時　JDS JC-HITS

 NHKタイム PHS・IP電話のお客様は、
03-3372-7000
受付時間：午前9時～午後6時
（土日・祝 午前9時～午後5時）

歌謡ポップスチャンネル カスタマーセンター
おー いいな ミュージック

0570-017-329
http://www.kayopops.jp/

お問い合わせ




