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福田こうへい
三陸ツアー2017
～がんばろう三陸 復興支援～

11/25（土） よる8時

11/11（土） よる8時 ほか

鳥羽一郎　
35周年記念コンサート

11/23（木・祝） よる7時 ほか

三山ひろし
探検隊   シリーズ

歌謡スペシャル



撮影：月刊ミュージック☆スター編集部

【出演者】  福田こうへい
宮本隆治 ⁄ 小池可奈

鳥
羽
一
郎

35
周
年
記
念

コ
ン
サ
ー
ト

三山ひろし隊長率いる「三山ひろし探検隊」が
東京のディープなスポットを巡る冒険エンターテインメント!
一風変わった場所や謎めいた人物などが実在する
奇妙な珍スポットを探検。
探検隊の行方には一体何が待ち受けているのか!?

◆再放送 11/29（水） 午前11時

11/23（木・祝） よる7時   

9月29日に行われた「鳥羽一郎 35周年
記念コンサート」東京公演の模様を独占
放送! デ ビ ュー曲「兄弟船」、「カサブラン
カ·グッバイ」、「海の匂いのお母さん」など 
数々の代表曲や恩師·船村徹の楽曲、そし
て最新曲「海賊の舟唄」まで 、鳥羽一郎の
デビューから35年の歩みをひも解くととも
に、次なる歌の道を歩む熱唱のステージ 
をお届け。 コンサートツアーの舞台裏に
密着した貴重映像も交えてお送りします。

◆再放送 11/15（水） ひる0時 ほか
 11/11（土） よる8時 

東京の裏側に潜む秘密の空間
を追え！！

そこには驚愕の闇空間が実在
した！！

宮本隆治

歌謡スペシャル

特別番組

独占放送！

福田こうへい
三陸ツアー2017
～がんばろう三陸 復興支援～

独占
放送！

福田こうへいが、東日本大震災で被災され困難に立ち向かっている人々に歌
で元気を届けたい! 応援したい! 元気になってもらいたい! という思いから、
毎年開催している復興支援コンサート。 5回目となる今年は岩手県の陸前高
田市と大船渡市で開催されました。 番組には名司会者·宮本隆治が特別出演。
コンサートの模様を放送するとともに、福田こうへいの活動を受けて“がん
ばっている”人達にインタビュー! 故郷を愛し、故郷の人々に愛される演歌歌
手·福田こうへいの魅力をお届けします。

11/25（土） よる8時 

シリーズ
三山ひろし
探検隊



 

MC: 宮本隆治
アシスタント: 相田翔子

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。

11/5（日）  よる10時 #28  
チェッカーズ／中村あゆみ／桑田靖子ほか （NHK放送：1985年1月27日）

11/12（日）  よる10時 #6  
シブがき隊／松本伊代／岩崎宏美ほか （NHK放送：1984年7月1日）

11/19（日）  よる10時 #2  
少年隊／中森明菜／河合奈保子ほか （NHK放送：1985年3月31日）

11/26（日）  午後4時45時 #36  
松田聖子／柏原よしえ／田原俊彦ほか （NHK放送：1982年2月7日）

11/26（日）  よる10時 #39  
吉川晃司／シブがき隊／松本伊代ほか （NHK放送：1984年11月18日）

11/30（木）  よる10時 #24  
沢田研二／榊原郁恵／川﨑麻世ほか （NHK放送：1979年7月8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！

Ⓒ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、楽しいトークと趣向を
凝らした歌を繰り広げるバラエティショー。

1966年にザ·ビートルズの日本武道館公演を体験。
「自分たちの音楽を自分たちで演奏したい」と、メン
バーを集めてザ·ワイルドワンズを結成。デビュー曲の
「想い出の渚」は大ヒットを記録。解散後は作曲家、プ
ロデューサーとして歌謡界にロックを持ち込み、革命
をもたらしました。常に時代の先を行く音楽を追求し
ていた加瀬邦彦が目指したものとは···。
ザ·ワイルドワンズのメンバーや旧知の
人物を取材し、加瀬邦彦ワールドをひ
も解いていきます。 

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…。

#7 加瀬邦彦
11/13（月） よる10時 ほか

ストーリーテラー 吉田栄作

第1・3水曜  午後6時 ほか
演歌界で注目の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」を伝えます。 出演
者はあくまで普段着、プライベート感あふれるカジュ
アルな「女子会」風新感覚トークバラエティ番組。
『クイズ「イントロ一丁」～サビ抜きで～』には西尾
夕紀、永井裕子、松川未樹も参戦。
  協力：一般社団法人 日本音楽事業者協会

#1511/1（水） 水田竜子／大沢桃子／桜井くみ子
水田竜子／大沢桃子／桜井くみ子#1611/15（水）

ビッグショー 船村 徹　
巷の唄に　酔いしれて

11/14（火） 午前10時 ほか

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。

ⒸNHK

1988年から1991年までNHKで放送された若者向け
の音楽番組。ニューミュージック、ロックからトップアイ
ドルのニューヒットまで、ジャンルを超えた音楽に出演
者のトークやメッセージを織り込んだスタジオショー。

第2・4月曜  午後6時 ほか
宮本隆治がアシスタントの相田翔子とお届けする演歌・
歌謡曲情報バラエティ番組。 毎回、豪華歌手をゲストに
迎え、フルコーラスの歌唱披露やトークを繰り広げてい
くこの番組は、歌手の音楽のルーツやヒット曲にまつわ
るエピソードなど、より音楽性にクローズアップした内容
でお送りします。他にもオリジナルコーナーや演歌・歌
謡曲に関する情報が盛りだくさんの60分です。

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、ポップス、フォーク、ニューミュージック
などＤＪ独自の視点でしゃべくり倒します。 ラジオブース
から、当時のレコード盤や8センチＣＤ、流行したアイテム
とともにお届けする、観て聞いて懐かしむラジオ風音楽
番組。 今月は新DJ、寺田恵子と諸星和己が登場！

木曜  午後6時

ⒸNHK

11/2（木）　　　 #36  ジュデイ・オング＆ボビー・オロゴン
                                           （NHK放送日：2007年11月8日）

11/9（木）　　　 #17  志村けん （NHK放送日：2005年3月28日）

11/23（木・祝） #18  美川憲一 （NHK放送日：2005年4月11日）

演歌界を代表する作曲家・船村徹が登場。ゆかりのある
豪華歌手たちが集まり、船村徹が作曲した名曲の数々
を披露。春日八郎は「別れの一本杉」を、石川さゆりは、
船村が弾くギターのもと「東京だよおっ母さん」を熱唱。
作曲家人生の原点でもある、同志・高野公男との思い出
を胸に、新たな決意を固めた船村徹のステージショー。

（ＮＨＫ放送日：1977年10月2日）

11/3（金・祝）  よる10時 ほか
#3  ♪IN YOUR EYES／森川由加里   

 ♪THE TSURAI／BAKUFU-SLUMP ほか
 （NHK放送：1988年4月30日）

11/17（金）  よる10時 ほか
#4  ♪風のBad Girl／BOX

 ♪Manhattan／藤井尚之 ほか
 （NHK放送：1988年5月14日）

しゃべくりDJ
諸星和己のミュージックアワー！
11/22（水）  よる10時 ほか #1  

しゃべくりDJ
寺田恵子のミュージックアワー！
11/8（水）  よる10時 ほか #1  

新

シリーズ

11/13（月）  午後6時 ほか #125  
11/27（月）  午後6時 ほか #126  瀬川瑛子

ジャッキー吉川と
ブルーコメッツ

木曜  午後6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。
11/6 深夜3時〜4時 スカパー！プレミアム（H.264）644ch
11/21 深夜0時〜翌6時 スカパー！プレミアム（H.264）644ch

 NHKタイム

月
6・13・20・27

火
7・14・21・28

水
1・8・15・22・29

木
2・9・16・23・30

金
3・10・17・24

 土
4・11・18・25

 日
5・12・19・26

6
歌謡最前線 知里のミュージック

エッセンスPartII
煌く日本の歌手

〜わが心の演歌〜 わが心の演歌 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER

政経マネジメント塾とちぎ発！旅好き！ベストヒット演歌
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 ※④郷土劇場 ⑪た
けおの全力たび◇virtual trip◇山日和 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

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。2 ⑦㉑煌く日本の歌手

〜わが心の演歌〜
⑭㉘ビッグショー

船村徹

新着！
ビデオクリップ

車で旅する歌謡曲
※⑨㉓みんなの
県民ＳＯＮＧ！
〜名古屋うた旅情編〜

時代を映す
名曲アルバム 演歌売れ筋 

ランキング

ベストヒット演歌
鳥羽一郎

インフォメーション ベストヒット演歌
原田悠里新着！ビデオクリップ ミニ

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〜

 ①⑧うた紀行 
 ⑮㉒三山ひろしの
 「OMAN何しに
 来たがぞね！」 

インフォメーション
演歌女子。

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

新着！ビデオクリップ ミニ
 60年代 
 僕たちの
 青春ソングス

歩きながらソング 車で旅する歌謡曲
※③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
車で旅する歌謡曲

1
煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜 演歌女子。

インフォメーション 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
※㉓ビッグショー 

船村徹
 3:00〜 鳥羽一郎 
 35周年記念コンサート

 (〜4：30）

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
うた紀行

〜懐かしい歌 彩る情景〜 クリス松村の注文の多いレコード店

車で旅する歌謡曲 懐メロ♪ ドライブミュージック
〜北海道編〜

※⑲永遠のロッカーたち

4 わが心の演歌 歩きながらソング ジャストポップアップ
※㉖4:45〜 レッツゴーヤング
 (〜5:30)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〜
※⑪あなたの街に聞きに幾三!!
〜ありがとうを歌に込めて〜
※⑱ビッグショー 船村徹

水道橋博士の
80年代伝説

演歌の花道 インフォメーション

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

演歌男子。２
オリコン

演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
歩きながらソング

三山ひろしの「OMAN
何しに来たがぞね！」
⑩歩きながらソングインフォメーション インフォメーション

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
※㉓三山ひろし
探検隊シリーズ  演歌売れ筋

 ランキング
※③8:00〜 この人 
菅原洋一ショー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〜

 ⑪鳥羽一郎 
 35周年記念コンサート
 ㉕福田こうへい 
 三陸ツアー2017 
 ～がんばろう 
 三陸復興支援～
 9:00〜ベストヒット
 演歌 福田こうへい

カラオケ
演歌カウントダウン

100

 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

※㉓TOSHIHIKO TAHARA  DOUBLE"T"TOUR 2015 (〜11:00)

僕たちの青春ソングス  わが心の演歌

10
⑥⑳TOSHIHIKO'S 
ENTERTAINMENT 抱きしめて 
to LATE SHOW (〜11:00)
⑬㉗永遠のロッカーたち ツメ折り！

カセットソング

①クリス松村の注文の多いレコード
店 ⑧⑮しゃべくりDJ 寺田恵子のミ
ュージックアワー！ ㉒㉙しゃべくり
DJ 諸星和己のミュージックアワー！

水道橋博士の
８０年代伝説

※㉚レッツゴーヤング (〜11:00) ジャスト
ポップアップ 新着！ビデオクリップ

 
レッツゴーヤング⑬しゃべくりDJ 寺田恵子の

ミュージックアワー！
㉗しゃべくりDJ 諸星和己の
ミュージックアワー！

懐メロ♪
ドライブミュージック

〜甲信越編〜
なぎらＴＶ 

あの時代を語れ！

11
⑥⑬なぎらＴＶ あの時代を語れ！
⑳㉗70's80's JUKEBOX 〜カテゴ
リ別 名曲プレイリスト〜 (〜0:00)

懐メロ♪ドライブミュージック
〜甲信越編〜

80年代 女性アイドルソング・
ベスト100 ※㉒㉙あなたが選
ぶ 女性アイドルソング・ベスト
１００

ツメ折り！
カセットソング

しゃべくりDJのミュージックアワー！ 
⑩⑰寺田恵子㉔諸星和己 
※③懐メロ♪ ドライブ〜九州編〜 ＤＡＭ

演歌カラオケ新曲
ベストテン

 80年代女性アイドルソング
 ⑤小泉今日子ベスト20
 ⑫中山美穂ベスト20
 ⑲松田聖子ベスト20
 ㉖中森明菜ベスト20

僕たちの青春ソングス クリス松村の注文の多いレコード店 クリス松村の注文の多いレコード店

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〜
懐メロ♪ ドライブミュージック

〜甲信越編〜

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！ 政経マネジメント塾

※⑧㉒たけおの鹿児島全力たび きらり九州めぐり逢い 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 OKINAWA MONDE W・ALKER

2 新・鉄路の旅 わが心の演歌クロ女子白書 さつま狂句 山日和 さつま狂句
僕たちの青春ソングスインフォメーション

⑥鳥羽一郎 ⑬香西かおり 
⑳水森かおり特集3 
㉗天童よしみ

⑦原田悠里 
⑭演歌男子。2017 特集1 
㉑福田こうへい ㉘ジェロ

①水森かおり特集3 ⑧天童よしみ
⑮演歌男子。2017特集2
㉒大月みやこ ㉙角川博

②福田こうへい ⑨ジェロ  
⑯水森かおり特集1 
㉓鳥羽一郎 ㉚香西かおり

③大月みやこ ⑩角川博 
⑰水森かおり特集2 
㉔原田悠里

⑥香西かおり ⑬水森かおり特集3
⑳天童よしみ ㉗演歌男子。2017特集2

⑦演歌男子。2017特集1 ⑭福田
こうへい ㉑ジェロ ㉘水森かおり特集1

①天童よしみ ⑧演歌男子。2017特集2  
⑮大月みやこ ㉒角川博 ㉙水森かおり特集2

②ジェロ ⑨水森かおり特集1 ⑯鳥羽 
一郎 ㉓香西かおり ㉚水森かおり特集3

③角川博 ⑩水森かおり特集2 ⑰原田
悠里 ㉔演歌男子。2017特集1

⑥福田こうへい ⑬ジェロ ⑳演歌
男子。2017特集2 ㉗大月みやこ

⑦大月みやこ ⑭角川博 ㉑水森
かおり特集1 ㉘鳥羽一郎

①㉒水森かおり特集2 ⑧鳥羽一郎 ㉙原田悠里 
※⑮鳥羽一郎35周年記念コンサート(〜1:30)

②㉓水森かおり特集3 ⑨原田悠里
⑯香西かおり ㉚天童よしみ

⑩天童よしみ ⑰演歌男子。2017特集1 
㉔福田こうへい ※③演歌男子。学園
祭LIVE in 浅草 (〜2:00)

④
中村美律子
デビュー
３０周年記念
コンサート
⑱
美川憲一 
ドラマチック
シャンソン

③
グラシェラ・
スサーナ
半世紀の思
いを込めて

㉙
三山
ひろし
探検隊
シリーズ

PHS・IP電話のお客様は、
045-522-6648
受付時間：午前9時〜午後6時

（年中無休※年末年始を除く）

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

※11月1日より
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