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6/25（日）  よる8時

杉田二郎 デビュー50周年記念コンサート～人生の階段～

6/17（土）  午後5時 ほか

美川憲一
みんなの県民ＳＯＮＧ！ ～秋田うた旅情編～

第十八回・長良グループ 

夜桜演歌まつり 
独占放送！！

 6/3 （土） よる8時 ほか



山川豊、田川寿美、水森かおり、氷川きよし…演歌界のトップスターが都内23区を23年かけて巡る演歌の
祭典“夜桜演歌まつり”。 番組ではこの春、18番目の会場となった「サンパール荒川(東京·荒川区)」での
熱唱ライブの模様をたっぷりお送りします。その他の出演は、藤野とし恵、椎名佐千子の実力派に加え、
新世代歌謡グループ “はやぶさ”、AKBを卒業した岩佐美咲。ゲストに歌手生活50年のベテラン三船
和子、ヒップフォークユニット“ビリケン”を迎え、さらにステージを盛り上げます。夜桜が咲き乱れるよう
な豪華絢爛なスペシャルステージをお楽しみください!

6/3（土） 午後8時
◆再放送  6/18(日)午後6時、6/29(木)午前10時

～熱唱 春の祭典スペシャル～ 都内23区・23年をかけて……
＜出演＞ 山川豊、田川寿美、
 水森かおり、氷川きよし、
 藤野とし恵、椎名佐千子、
 はやぶさ、岩佐美咲
＜ゲスト＞ 三船和子、ビリケン
＜司会＞  西寄ひがし

 第十八回・長良グループ 

夜桜演歌まつり独占放送！！

田川寿美

水森かおり

山川豊

藤野とし恵

はやぶさ

三船和子

椎名佐千子

岩佐美咲

ビリケン氷川きよし



Jiro Sugita
＜友情出演＞ 伊勢正三、 因幡晃、 イルカ、 太田裕美、 大野真澄(GARO)、 
 尾崎亜美、 庄野真代、 鈴木康博、 高山厳、 永井龍雲、 
 ビリーバンバン、 細坪基佳(ふきのとう)、 堀内孝雄、 三浦和人(雅夢)、 
 森山良子、 山本コウタロー、 渡辺真知子

6/25（日） よる8時

杉田二郎
 デビュー50周年記念コンサート～人生の階段～

「あなただけに/マイ·ハート」でデビュー以来、「戦争を知らない子供たち」やソロアーティスト
時代の「男どうし」「ANAK(息子)」など数々のヒット曲を生み出しながらフォーク全盛期を駆け
抜けてきた杉田二郎。 50周年記念コンサートでは、フォーク界の兄貴的な存在として慕われる
杉田二郎のもとに親交の深いアーティストがお祝いに駆けつけ共に歌唱する、アットホームなス
テージの模様をお届けします。                               収録日:2017年4月22日(土) 新宿文化センター 大ホール

©幸田昌之

協力:CNA 秋田ケーブルテレビ

美川憲一が全国を旅して、その土地の人々が愛する歌「県
民SONG」を徹底調査する音楽旅番組。今回は森口博子
と一緒に、シリーズ初となる東北地方·秋田県を訪れます。
秋田の人々の心に刻まれた思い出の一曲を人生のエピ
ソードと共に聞いていきます。 
旅の舞台は秋田市内と武家屋敷が残り、桜の名所として
知られる角館。 果たして2人はどんな人たちと出会い、心
に残る名曲を聞くことが出来るのか!? さらに美川憲一と
森口博子によるスペシャルステージも必見です。

6/17（土） 午後5時
◆再放送  6/25(日)午前8時
 6/27(火)午前10時

みんなの
県民SONG！
～秋田うた旅情編～
出演：美川憲一、森口博子



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。

第1・3金曜  午後6時 ほか
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『演歌男子。』
シリーズ第四弾。 毎回3組の歌手が登
場し、 “大好きなこと”や”いま伝えたい
こと“ を熱く語るプレゼン・バラエティ！

第1・3水曜  午後6時 ほか
演歌・歌謡界で活躍する若手
女性歌手を集め、他の番組で
は決して見られない「素顔」と
「魅力」を伝えるカジュアルな
「女子会」風新感覚トークバラ
エティ。 #5と#6では、田川寿
美、椎名佐千子、民謡ガール
ズが登場。さらに「演歌検定」
のコーナーには、瀬口侑希、野
村美菜、羽山みずきも参戦。

1974年から1979年までNHKで
放送された歌謡番組。芸能界の
第一線で活躍しているエンターテ
イナーが出演し、良質の音楽と
トークを繰り広げます。

6/6（火） ほか
ビッグショー 勝新太郎　
たまには歌う  夜もある

午前10時 ほか

（NHK放送：1978年3月12日）

昭和の銀幕スター、勝新太郎が「座頭市
子守唄」からポピュラーソングまで、“勝新
節”をたっぷり披露。ゲスト・研ナオコ

布施明が伸びやかな声と豊かな声量
で、「愛の歌」いっぱいの歌唱ステー
ジを繰り広げる。 ゲスト・鳳蘭

6/9（金） ほか
ビッグショー 布施明　
これからなんだ  恋の歌は！

よる10時 ほか

（NHK放送：1977年10月9日）

音楽好きなら、必ず聴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、杏子とサンプラザ中野くんが、
70～90年代の音楽をDJ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 ほか

#56/2（金） 徳永ゆうき／エドアルド／三丘翔太
#66/16（金） 徳永ゆうき／エドアルド／三丘翔太

#26/12（月） ジョー山中

第2・4月曜  午後6時 ほか
宮本隆治が毎回、豪華ゲストを迎えて歌手の
素顔に迫るトークコーナーの他、演歌・歌謡曲
に関する魅力ある情報をお届けします。

6/12（月）
#115  香西かおり

6/26（月）
#116  沢田知可子

MC：宮本隆治 

#56/7（水）
田川寿美／椎名佐千子／民謡ガールズ

#66/21（水）
田川寿美／椎名佐千子／民謡ガールズ

協力：一般社団法人 日本音楽事業者協会

第 2回目はパワフル、かつ哀愁を感じさせる歌
声で一世を風靡したジョー山中に迫る。何故に
彼の歌声は人々の心を揺さぶったのか?そこに
は戦争の落とし子として“生”を受けたジョー山
中の波乱万丈な生きざまが大きく影響を及ぼし
ていた。1977年に公開された映画「人間の証
明」。主題歌を担当し、さらに役者として出演。
その役柄はまさに彼の生きてきた歴史そのもの
だった ! 番組では、当時の関係者の証言、秘話
を紹介しながらその人生を掘り下げる。

永遠にこの胸に刻まれるメロディー。
伝説のロッカーたちの音が、そして生き様が
時代を超えて語り継がれる…。

よる10時 ほか ストーリーテラー
吉田栄作 #3  1980年のヒットナンバー

6/14（水）

#3 1991年のヒットナンバー
6/28（水）

ⒸNHK

杏子

サンプラザ中野くん

 第十八回・長良グループ 

夜桜演歌まつり独占放送！！



6/4（日）  #21  太川陽介／野口五郎／キャンディーズほか
  （NHK放送：1977年7月3日）

6/11（日）  #4  中森明菜／松田聖子／少年隊ほか
  （NHK放送：1983年7月17日）

6/18（日）  #32  田原俊彦／海援隊／松田聖子ほか
  （NHK放送：1981年8月9日）

6/25（日）  #23  布施明／狩人／榊原郁恵ほか
  （NHK放送：1979年4月15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

Ⓒ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

6/2（金）　　　 午前10時 #1  天童よしみ
（NHK放送：2005年1月7日）

6/8（木）　　　 午後6時 #6  桂三枝
（NHK放送：2005年8月29日）

6/15（木）　　　 午後6時 #33  水森かおり＆はなわ 
（NHK放送：2006年3月13日）

6/23（金）　　　 午前10時 #4  夏川りみ 
（NHK放送：2005年6月27日）

6/30（金）　　　 午前10時 #5  コロッケ＆森口博子 
（NHK放送：2005年12月19日）

6/3（土）  #312  都はるみ／堀内孝雄
（テレビ東京放送日：1994年11月20日）

6/10（土） #313  金田たつえ／中村美律子／
 天童よしみ／三門忠司

（テレビ東京放送日：1994年11月27日）

6/17（土） #314   北島三郎／香西かおり／瀬川瑛子
（テレビ東京放送日：1994年12月4日）

6/24（土） #315  八代亜紀／長山洋子／山本譲二
（テレビ東京放送日：1995年1月8日）

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
Ⓒテレビ東京

 
毎週月曜  午後2時 ほか
オリコンの演歌・歌謡曲週
間シングルランキングを、
ミュージックビデオとともに
カウントダウン形式で1位か
ら20位まで紹介します。

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。

6/4（日） ほか   午前10時 ほか  #248  天童よしみ特集
6/4（日） ほか   午前10時30分 ほか  #249  ジェロ特集

懐かしいサウンドと共に走
る絶景のドライブルート。
当時カーステレオで聴いて
いた70～90年代初頭の
音楽をお届けします。

毎週水曜  
よる10時30分 ほか

6/6（火）  #10   風 SONGS  
♪音楽のような風／EPO  ♪風をあつめて／はっぴいえんど ほか

6/13（火） #11   雨 SONGS  
♪優しい雨／小泉今日子  ♪最後の雨／中西保志 ほか

6/20（火） #12   メガヒットソング（vol.1）  
♪ラブ・ストーリーは突然に／小田和正
♪世界中の誰よりきっと／中山美穂＆WANDS ほか

6/27（火） #13   メガヒットソング（vol.2）  
♪CROSS ROAD／Mr.Children
♪涙のキッス／サザンオールスターズ ほか

自分だけのオリジナルカセットテープを作って聴いていた
懐かしい感覚を再現。ツメを折って保存したい60～90
年代初頭の名曲の数々をフルコーラスでお届けします。

毎週火曜  よる10時 ほか

ⒸNHK

菅原洋一／島倉千代子／奥村チヨ／黛ジュン／由紀さおり／
石川さゆり／ピーター／北原ミレイ／黒沢年雄／北島三郎           

『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。

第1・3火曜  午後6時

九州編
6/7（水）  #9  
瀬戸内編
6/14（水） #1  
6/21（水） #2  
6/28（水） #3  

（NHK放送日：2008年 10月21日）6/6（火）、 20（火） #95
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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。
停波 6/27（火）深夜0時〜翌6時  スカパー！プレミアムサービス（H.264）

 NHKタイム

月
5・12・19・26

火
6・13・20・27

水
7・14・21・28

木
1・8・15・22・29

金
2・9・16・23・30

 土
3・10・17・24

 日
4・11・18・25

6
歌謡最前線 知里のミュージック

エッセンスPartII
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 OKINAWA MONDE W・ALKER
政経マネジメント塾

（28年度）とちぎ発！旅好き！
わが心の演歌 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

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

若っ人ランド 日本のこころ 
ふるさとの歌

ハワイ・ローカルトーク

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〜

新着！ビデオクリップ
※㉕みんなの県民ＳＯＮＧ！

〜秋田うた旅情編〜

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

「プレゼン！演歌男子。」
ビッグショー 勝新太郎
※⑬煌く日本の歌手
〜わが心の演歌〜
※㉗みんなの県民ＳＯＮＧ！
〜秋田うた旅情編〜

NHK
歌謡コンサート

①⑮車で旅する歌謡曲
⑧㉒みんなの県民ＳＯＮＧ！
〜愛媛うた旅情編〜
㉙第十八回・長良グループ 
夜桜演歌まつり ( 〜11:30)

きよしとこの夜
演歌売れ筋 
ランキング

ベストヒット演歌
天童よしみ

インフォメーション ベストヒット演歌
ジェロ新着！ビデオクリップ ミニ 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

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〜

新着！
ビデオクリップ

60年代 
僕たちの青春ソングス

煌く日本の歌手
〜わが心の演歌〜

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

うた紀行
〜懐かしい歌 彩る情景〜 車で旅する歌謡曲

12
ベストヒット演歌

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20
インフォメーション

1
煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜 演歌女子。

※④ NHK 歌謡コンサート ( 〜1:45)

車で旅する歌謡曲 新着！ビデオクリップ ミニ
インフォメーション

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 ツメ折り！
カセットソングインフォメーション

新着！ビデオクリップ ミニ

3
大鵬薬品スペシャル

「プレゼン！演歌男子。」
④⑪しゃべくりDJ サンプラザ中野く
んのミュージックアワー！ ⑱㉕しゃべ
くりDJ 杏子の ミュージックアワー！

車で旅する歌謡曲 懐メロ♪ ドライブミュージック 〜マリ
ンロード編〜 ※⑱永遠のロッカーたち

4 歩きながらソング 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 ビッグショー 勝新太郎

※③煌く日本の歌手
〜わが心の演歌〜

※⑰みんなの県民ＳＯＮＧ！
～秋田うた旅情編～

④⑱ 70's80's JUKEBOX
〜私たちが選ぶこの10曲〜
⑪㉕ビッグショー 布施明

演歌の花道

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

演歌女子。  
きよしとこの夜

大鵬薬品スペシャル
「プレゼン！演歌男子。」
※㉚NHK 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
※⑱第十八回・長良グループ 

夜桜演歌まつり
7:30〜 車で旅する歌謡曲

インフォメーション 歩きながらソング新着！ビデオクリップ ミニ

7 新着！ビデオクリップ ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

新着！ビデオクリップ 演歌
売れ筋

ランキング8
うた紀行

〜懐かしい歌 彩る情景〜 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〜

③第十八回・長良グループ  
　　　夜桜演歌まつり 
⑩森昌子４０周年記念コンサート
⑰吉幾三コンサート 支えられて４０年
㉔小林幸子 世界遺産「薬師寺」
復興祈願コンサート

カラオケ
演歌カウントダウン

100
※㉕杉田二郎 デビュー
50周年記念コンサート 

～人生の階段～

煌く日本の歌手
〜わが心の演歌〜

9 60年代 僕たちの青春ソングス  ※㉚八代亜紀×島谷ひとみ コラボライブ (〜10:00)
僕たちの青春ソングス わが心の演歌

10
⑤⑲懐メロ♪ ドライブミュー
ジック〜マリンロード編〜
⑫㉖永遠のロッカーたち ツメ折り！

カセットソング

⑦㉘しゃべくりDJ サンプラザ中野く
んのミュージックアワー！ ⑭㉑しゃべ
くりDJ 杏子のミュージックアワー！

クロスカヴァー・
ソングショー

②レッツゴーヤング (〜11:30)
⑨㉓ビッグショー 布施明
⑯㉚70's80's JUKEBOX
〜私たちが選ぶこの10曲〜

新着！ビデオクリップ
 

レッツゴーヤング⑤⑫しゃべくりDJ サンプラザ中野く
んのミュージックアワー！ ⑲㉖しゃべ
くりDJ 杏子のミュージックアワー！

懐メロ♪ ドライブミュージック
〜瀬戸内編〜 ※⑦九州編

野口五郎の
改札口の伝言板

11 野口五郎の改札口の伝言板 あなたが選ぶ 女性アイドル
ソング・ベスト１００

想い出ナンバーTOP10 
〜テーマ別 名曲ライブラリー〜

ツメ折り！
カセットソング

演歌女子。
ＤＡＭ

演歌カラオケ新曲
ベストテン

④30th Anniversary 
TOSHIHIKO TAHARA 
DOUBLE "T" TOUR
⑪中山美穂ベスト20
⑱八神純子 コンサートツアー 2012
㉕松田聖子ベスト20

僕たちの青春ソングス 僕たちの青春ソングス

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 〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜
④⑪懐メロ♪ ドライブミュージック

〜九州編〜 ⑱㉕瀬戸内編

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 発見らくちゃく！ ⑦㉑政経マネジメント塾

Digest（28年度） 
⑭㉘たけおの鹿児島全力たび

たけおの鹿児島全力たび
※⑮㉙郷土劇場 (〜2:20) 郷土劇場 70's80's JUKEBOXシリーズ　

Ｂ面コレクション
ハワイ・ローカルトーク ⑥⑳virtual trip◇世界ローカルナビ 

⑬㉗世界ローカルナビ◇virtual trip

2 新・鉄路の旅 新・鉄路の旅
※⑮㉙2:20〜 山日和 わが心の演歌OKINAWA MONDE W・ALKER さつま狂句 さつま狂句 僕たちの青春ソングスインフォメーション

⑤山川豊 ⑫藤あや子
⑲天童よしみ ㉖田川寿美

⑥田川寿美 ⑬美川憲一
⑳ジェロ ㉗三山ひろし特集１

⑦三山ひろし特集１ ⑭石川さゆり ㉑紅白
出場歌手特集（紅組）㉘三山ひろし特集２

①紅白出場歌手特集（紅組）⑧三山
ひろし特集２ ⑮五木ひろし ㉒紅白出
場歌手特集（白組）㉙舟木一夫

②紅白出場歌手特集（白組）
⑨舟木一夫 ⑯川中美幸 
㉓山川豊 ㉚藤あや子

⑤舟木一夫 ⑫川中美幸
⑲山川豊 ㉖藤あや子

⑥藤あや子 ⑬天童よしみ
⑳田川寿美 ㉗美川憲一

⑦美川憲一 ⑭ジェロ 
㉑三山ひろし特集１
㉘石川さゆり

①三山ひろし特集１ ⑧石川さゆり 
⑮紅白出場歌手特集（紅組）
㉒三山ひろし特集２ ㉙五木ひろし

②三山ひろし特集２ ⑨五木
ひろし ⑯紅白出場歌手特集

（白組）㉓舟木一夫 ㉚川中美幸

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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