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2/14（火）  午後5時

演歌男子。
ライブ3本立て！

バレンタインデースペシャル

三山ひろし
大特集！！
三山ひろし
大特集！！
密着ドキュメンタリー番組や新曲MV初披露も！密着ドキュメンタリー番組や新曲MV初披露も！
2/8（水）〜 2/11（土・祝） ひる0時

2 /4（土）  よる8時 ほか

田川寿美
デビュー２５周年記念コンサート
〜徳光和夫と語る名場面〜



-歌謡ポップスチャンネルに密着取材を
されている感想は?
「密着取材というのはあまりないので緊張
しますね。でもこういう裏側があって、そ
して皆様に楽しんでいただいているという
のがわかっていただけると歌の聴き方、捉
え方、そしてショーの見方や三山ひろしに
対する考え方が少し変わるかもしれない
ですね。」
-2月8日に発売される新曲『男の流儀』
はどのような思いで歌われていますか ?
「この 『男の流儀』 という歌は、やはり男
のかっこよさ、こうであるべきという、まさ
に男であるための流儀がこの中に描かれ
ているんですよね。１番から３番までしっか
り歌詞を読んでいただきまして、男性は『自

分はこうでありたい』と思っていただきな
がら歌っていただく、そして女性の方は『こ
んな男性が素敵だな』と思いながらそうい
う男性像を思い描いていただくということ
が楽しみ方のひとつですね。僕はこの歌に
自分を重ねてしっかりと皆様の心に届くよ
うに歌っていきたいと思います。」
-三山さんが大切にしている『流儀』を
教えてください。
「皆様に笑顔になっていただく、これが僕
の一番大切にしている『流儀』でございま
す。コンサートにお越しいただいて笑顔に
なっていただく、そしてお帰りになる際に
ああ楽しかったなと思っていただける、そ
んな一日を創造するということも私の使命

であり、『流儀』です。」
-視聴者の方にメッセージをお願いし
ます。
「今回、三山ひろしを特集していただけると
いうことで、僕を初めて知る方、そしてま
たいつも見て応援してるよという方にもお
楽しみいただける、そういう内容になって
おります。ゼロから知る三山ひろしでも結
構でございます。そして途中から知ってい
ただくかたちでも結構でございます。
皆様に三山ひろしの魅力をこの番組を通
してお伝えできればと思っておりますので、
是非ともご覧になっていただきたいと思い
ます。」
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二年連続の紅白歌合戦出場
を叶え、これからの演歌界を

牽引する三山ひろし。

番組では、コンサートの模様
や番組収録のオフショット

を紹介するほか、

2月8日に発売する新曲「男
の流儀」のレコーディングや

ジャケット写真撮影、

ミュージックビデオ撮影の
舞台裏に潜入し、“演歌歌手

 三山ひろしの道”に迫ります
。 

さらに、新曲「男の流儀」のミ
ュージックビデオを歌謡ポ

ップスチャンネルで初披露
します。

三山ひろし密着ドキュメン
ト 

～気鋭の道～

2/8（水） 午後1時  ◆再放送 2/25（
土） よる8時

三山ひろし密着ドキュメン
タリー番組、独占放送！

三山ひろし
出身地 ： 高知県南国市
趣味 ： 読書・時代劇観賞
生年月日 ： 1980年9月17日
好きな言葉 ： 初心忘れるべからず
特技 ： 着物の着付け、
 竹とんぼ製作、
 裁縫、けん玉（三段）



三山ひろしのデビュー曲から最新曲までの
ミュージックビデオをフルコーラスでご紹介し
ます。

♪男のうそ ♪あやめ雨情 ♪お岩木山
♪四万十川 ♪男の流儀

♪人恋酒場 ♪望郷列車 ♪酔待ち酒場
♪ダンチョネ港町 ♪女に生まれて

＜歌唱曲＞

♪憧れのハワイ航路
♪長崎の鐘
♪ああ上野駅
♪古城
♪蘇州夜曲
♪長編歌謡浪曲 元禄名槍譜 俵星玄蕃
♪男の流儀

三山ひろしが “昭和の流行歌”をナビゲートする音楽番組。
戦後昭和史を彩った懐かしの名曲にまつわる場所や
詩の情景を感じる風景などを三山ひろしが訪れ、
楽曲の魅力や歌手についてのエピソードを語るとともに
その曲をたっぷり熱唱します。

三山ひろしの
「歌い継ぐ！ 昭和の流行歌」

◆再放送 2/25（土） よる9時
2/11（土・祝） 午後1時 

高知さんさんテレビ『おちゃのまLive「さんスタ！」』で放送されている
三山ひろし出演コーナー「OMAN何しに来たがぞね！」を特別編集し
てお届け！ ニッポンの心を知る三山ひろしが高知在住の外国人の職
場やお宅を訪ね、「OMAN何しに来たがぞね」と聞いてまわります。

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。普段見ることのできない素顔、そして意外な
一面にも迫ります。 今回は3日間連続で三山ひろし出演回をお届けします。

 三山ひろしの
「OMAN何しに来たがぞね！」

ベストヒット演歌
三山ひろし特集

演歌男子。を3日間連続放送！

2/11（土・祝）ひる0時
#107  三山ひろし

2/27（月）午後6時
#108  クミコ

第2・4月曜  午後6時
宮本隆治が毎回、豪華ゲストを迎えて歌手の素
顔に迫るトークをする他、演歌・歌謡曲に関す
る魅力あるコーナーや情報をお届けします。

MC：宮本隆治 　アシスタント：大久保涼香

#1  須崎のトンガ人漁師  （高知さんさんテレビ放送：2015年10月10日）
 超こだわりのレストランを営むデンマーク人 （高知さんさんテレビ放送：2016年1月16日）

2/9（木） 午後1時

#2  よさこいチームで踊るアメリカ人
 合気道と弓道を趣味に持つイタリア語教師 （高知さんさんテレビ放送：2016年9月10日）

2/10（金） 午後1時

2/8（水） 「演歌男子。」　 #7  #8   走裕介／三山ひろし／蒼彦太ひる0時
2/9（木） 「演歌男子。2」 #1  #2   三山ひろし／花園直道／川上大輔ひる0時
2/10（金） 「演歌男子。3」 #9  #10   三山ひろし／最上川司／浅野祥ひる0時

#240  三山ひろし特集1
2/9（木） 午後1時30分

#241  三山ひろし特集2
2/10（金） 午後1時30分

三山ひろし 昭和の流行歌

三山ひろし出演

先行
放送

（高知さんさんテレビ放送：
 2016年7月9日）

Photo:川野結季歌



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。

2/5（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）

2/12（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）

2/19（日）  #34  近藤真彦／松本伊代／松田聖子ほか
  （NHK放送：1981年11月15日）

2/26（日）  #2  石川秀美／少年隊／中森明菜ほか
  （NHK放送：1985年3月31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

2/1（水）   #248  三船和子／瀬口侑希／津吹みゆ
2/8（水）   #249  真琴つばさ／愛田健二／The Super Ball
2/15（水）  #250  真琴つばさ／野村美菜／The Super Ball
2/22（水）  #251  北山たけし／入山アキ子／はやぶさ

鶴田浩二  
司会：山川静夫アナウンサー
出演者：寺島純子／山田太一／木村梢（木村功夫人）
（NHK放送日：1983年6月2日）

2/14（火）午前10時 ◆再放送 2/18（土）午後5時ほか

この人 
鶴田浩二ショー

ひたむきに　
生きて悔いなし　
男の旅路

毎月、2組の有名演歌歌手にスポットを当て、貴重な過
去の映像作品から、最新のミュージックビデオまで、
5～6曲をピックアップしてフルコーラスでご紹介します。

ⒸNHK

毎回、歌謡界を代表する名歌手が登場！歌唱ス
テージを繰り広げるほか、知られざるエピソード
を自らの語りや対談で伝えるヒューマンショー。
戦後、新しい時代の顔として映画界に颯爽とデ
ビューを飾った鶴田浩二。男っぽい印象の奥に
は大正生まれの律儀さと優しさが滲みでている。
ドラマ・映画で縁のある人 と々のトークを通して、
男・鶴田浩二の人生の旅路を問う。

毎月、2組の有名演歌歌手にスポットを当て、貴重な過

音楽好きなら必ず聞いたことがある往年のラジオ番組を彷彿
とさせるようなテイストをテレビ番組で再現。毎回テーマを決
め、70～80年代音楽をMC独自の視点でしゃべくり倒します。

第2・第4 水曜  よる10時

デーモン閣下 #4
1975年のヒットナンバー

2/22（水）

Chage #4
1987年のヒットナンバー

2/8（水）

ⒸNHK

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。

ⒸNHK

2/9（木）  午前10時 #20  コロッケ
（NHK放送：2005年6月6日）

2/16（木）  午前10時 #22  坂本冬美
（NHK放送：2006年2月6日）

2/23（木）  午後6時 #23  黒木瞳 
（NHK放送：2005年4月4日）

2/5（日） 午前10時 #238  山川豊特集
2/5（日） 午前10時30分  #239  田川寿美特集

2/4（土） #295  大月みやこ／山本譲二／金田たつえ／門倉有希
（テレビ東京放送日：1994年6月19日）

2/11（土・祝） #296  藤あや子／吉幾三／川中美幸
（テレビ東京放送日：1994年7月10日）

2/18（土）  #297  五木ひろし／鳥羽一郎／長山洋子
（テレビ東京放送日：1994年7月31日）

2/25（土）  #298  前川清／瀬川瑛子／新沼謙治
（テレビ東京放送日：1994年8月7日）

Ⓒテレビ東京

毎回季節や場所、感情など1つのテーマを取り上げ、
それに関連した名曲を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

川中美幸／中村雅俊　　 
野口五郎／香西かおりほか
（NHK放送日：2005年3月29日）

時代、世代を超えて私たちの心に深く刻まれた珠玉の名
曲達。『ＮＨＫ歌謡コンサート』では、毎回魅力的なテー
マに基づいて、日本の美しい風景や伝統、そして日本人
の心が育んだ名曲をダイナミックな構成でお届けします。

ⒸNHK

2/7（火）、21(火)  
午後6時 #91



長良グループ 演歌まつり2016 
座談会スペシャル

〜徳光和夫と語る名場面〜田川寿美デビュー２５周年記念コンサート

氷川きよしや水森かおり等が出演する「長良グループ 演歌まつり2016」コンサートの
東京公演（2016/2/21 東京国際フォーラム ホールA）の模様を臨場感あふれるライ
ブ映像でお贈りします。また、出演者 4人がコンサートの映像を見ながら、歌にかけ
る想いや当日のエピソードなどを座談会形式で振り返ります。

前編 午後6時 後編 よる7時 2 /3（金） 

出演 ： 山川豊、田川寿美、水森かおり、氷川きよし他  

若手イケメン歌手のトークバラエティ番組『演歌男子。』のライブ版。2016
年4月29日松下 IMPホールで開催した初めての大阪公演を放送 ！

演歌男子。LIVE 春爛漫 in OSAKA
2 /14（土） 午後 5時 

【出演】 ジェロ、 はやぶさ、 パク・ジュニョン、 川上大輔 

2016年5月28日東京・日本橋三井ホールに異色の経歴を持つ5組のアー
ティストが集結 ！ 一日限りのコラボレーションライブをお届けします。

演歌男子。LIVE 春爛漫 in TOKYO
2 /14（土） 午後 6時 

【出演】 ジェロ、 純烈、 徳永ゆうき、 花見桜幸樹、 最上川司 

演歌男子が昭和のヒット歌謡を熱唱 ！ あの名曲がよみがえります。
演歌男子。が歌う昭和ヒット歌謡ベスト30
2 /14（土） よる7時 

【出演】  松原健之、 純烈、 はやぶさ、 松尾雄史、 川上大輔、
花見桜幸樹、 最上川司、三丘翔太   【MC】 柴田理恵、 上野優花
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徳光和夫

独占
放送！

東京・浅草公会堂にて行われた「田川寿美デビュー 25周年記念コンサート」を独占放送 ！
デビュー当時からの田川ファンである徳光和夫を迎え、対談形式でコンサートの名場面を振り返るほか、
普段はあまり見ることができないリハーサルや楽屋など舞台裏の様子もお届けします。
また番組では、豪華客船『飛鳥Ⅱ』でのイベントや『ファンの集い』などにも密着。
様々な角度から田川寿美の魅力に迫る90分です。

2/4（土）  よる8時  

◆再放送 2/18（土） よる8時
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[  番組表  ]

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。

 NHKタイム

月
6・13・20・27

火
7・14・21・28

水
1・8・15・22

木
2・9・16・23

金
3・10・17・24

 土
4・11・18・25

 日
5・12・19・26

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
（28年度）

⑤⑫ナンデモ特命係 発見らくちゃく！
⑲㉖バリはやッ！

ベストヒット演歌 ⑤⑲いわさき白露シニアゴルフ 6:40～ 
世界ローカルナビ ⑫㉖世界ローカルナ
ビ 6:35～いわさき白露シニアゴルフ①伍代夏子 ⑧氷川きよし

⑮中村美律子 ㉒山川豊 インフォメーション

7 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

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
※⑥USEN演歌ランキング

2016 年間トップ20

若っ人ランド
⑤⑫懐メロ♪ ドライブミュー
ジック ～マリンロード編～
⑲㉖懐メロ♪ ドライブミュー
ジック ～北海道編～

インフォメーション

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～

※④ DAM演歌2016 
カラオケ新曲年間ベスト30 (～2:00)

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
演歌男子。３ ⑦㉑煌く日本の歌手

～わが心の演歌～
⑭㉘この人 

鶴田浩二ショー

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
山川豊

60年代　
僕たちの青春ソングス

ベストヒット演歌
田川寿美インフォメーション インフォメーション
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⑥⑬NHK歌謡コンサート
⑳㉗時代を映す
名曲アルバム

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
※⑧みんなの県民ＳＯＮＧ！
～北海道うた旅情編～

中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ

インフォメーション 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

※⑪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～
1:00～ 三山ひろしの

「歌い継ぐ！昭和の流行歌」

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

インフォメーション

1
わが心の演歌 

※⑧三山ひろし密着ドキュメント～気鋭の道～ （～2:00）  ※⑨⑩三山ひろしの「OMAN何しに来たがぞね！」
車で旅する歌謡曲 

※⑨ベストヒット演歌 三山ひろし特集１ ※⑩ベストヒット演歌 三山ひろし特集２

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

カラオケ演歌
カウントダウン

100

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

演歌の花道
70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～演歌男子。３

3
中山秀征の有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
⑤㉖しゃべくりDJ デーモン閣下の 
ミュージックアワー！ ⑫⑲しゃべくり
DJ Chageのミュージックアワー！

クリス松村の注文の多いレコード店インフォメーション

4 煌く日本の歌手～わが心の演歌～ 車で旅する歌謡曲 クロスカヴァー・ソングショー

インフォメーション

5
ベストヒット演歌 煌く日本の歌手

～わが心の演歌～
※④ NHK 歌謡コンサート
※⑱この人 鶴田浩二ショー

懐メロ♪ 
ドライブミュージック

～箱根・伊豆編～
⑥㉗中村美律子
⑬山川豊 ⑳氷川きよし

①㉒細川たかし
⑧伍代夏子 ⑮田川寿美

演歌の花道 フォークの風景

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
※⑭演歌男子。LIVE 春爛漫 
in TOKYO （～ 7:00）

中山秀征の有楽町で
逢いまＳＨＯＷ

※⑮ 6:45 ～ インフォメーション

 
きよしとこの夜

 60年代 僕たちの
    青春ソングス 

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
    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
※⑭演歌男子。が歌う 

昭和ヒット歌謡ベスト30

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

田川寿美 デビュー25周年
記念コンサート

※⑪山内惠介コンサート2014
※㉕三山ひろし密着ドキュメント
9:00～ 三山ひろしの「歌い継ぐ！
昭和の流行歌」 ( ～10:00)

カラオケ演歌
カウントダウン100

※⑤川上大輔メラギ☆ナイト2015
9:30～ 煌く日本の歌手
※⑫開局20周年記念 
歌謡ポップスチャンネル大新年会

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 煌く日本の歌手～わが心の演歌～

10
クリス松村の

注文の多いレコード店 70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

①㉒しゃべくりDJ デーモン閣下の 
ミュージックアワー！⑧⑮しゃべくり
DJ Chageの ミュージックアワー！

クロスカヴァー・
ソングショー

懐メロ♪ ドライブミュージック
～箱根・伊豆編～

特選！ ヒット演歌
 

レッツゴーヤング⑥㉗しゃべくりDJ デーモン閣下の 
ミュージックアワー！⑬⑳しゃべくり
DJ Chageの ミュージックアワー！

懐メロ♪ ドライブミュージック
～箱根・伊豆編～

クリス松村の
注文の多いレコード店

80年代
女性アイドルソング

     ③松田聖子ベスト20
     ⑩中森明菜ベスト20
     ⑰小泉今日子ベスト20
     ㉔中山美穂ベスト20

11 70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

想い出ナンバーTOP10 
～テーマ別 名曲ライブラリー～

80年代 
女性アイドルソング・

ベスト１００
70's 80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ ＤＡＭ

演歌カラオケ新曲
ベストテン

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

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シリーズ 
Ｂ面コレクション

70's80'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～ ナンデモ特命係 ①⑮政経マネジメント塾（28年度）

⑧㉒たけおの鹿児島全力たび カラオケチャンネル 郷土劇場ハワイ・ローカルトーク とちぎ発！旅好き！
2 新・鉄路の旅 わが心の演歌 僕たちの青春ソングス⑥⑬ virtual trip⑳㉗OKINAWA （～ 2:30）

山日和 さつま狂句 インフォメーション さつま狂句
インフォメーション

⑥山川豊 ⑬キム・ヨンジャ
⑳紅白出場歌手特集（紅組）
㉗三山ひろし特集２

⑦田川寿美 ⑭山内惠介
㉑紅白出場歌手特集（白組）
㉘氷川きよし

②紅白出場歌手特集（紅組）
⑨水森かおり ⑯前川清
㉓田川寿美

③紅白出場歌手特集（白組）
⑩細川たかし ⑰伍代夏子
㉔三山ひろし特集１

③長良
グループ 
演歌まつ
り2016 
座談会
スペシャル 
(～8:00)
㉔みんな
の県民
ＳＯＮＧ！
～北海道～ 
(～7:00)

⑥細川たかし ⑬山内惠介
⑳紅白出場歌手特集（白組）
㉗氷川きよし

⑦キム・ヨンジャ 
⑭中村美律子
㉑山川豊 ㉘水森かおり

①紅白出場歌手特集（白組）
⑮前川清 ㉒田川寿美
※⑧演歌男子。 (～1:00)

②氷川きよし ⑯伍代夏子
㉓三山ひろし特集１
※⑨演歌男子。 2 (～1:00)

③水森かおり ⑰紅白出場歌手
特集（紅組） ㉔三山ひろし特集２
※⑩演歌男子。 3(～1:00)

②㉓キム・ヨンジャ
⑨紅白出場歌手特集（紅組）
⑯三山ひろし特集１

③㉔山内惠介
⑩紅白出場歌手特集（白組）
⑰三山ひろし特集２

⑦㉘前川清 ㉑水森かおり
※⑭演歌男子。LIVE 春爛漫 
in OSAKA （～6:00）

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
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