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「演歌男子。
 LIVE 2018」

大鵬薬品スペシャル

純烈／はやぶさ／パク・ジュニョン
川上大輔／真田ナオキ／中澤卓也

しゃべくりDJ 
ミュージックアワー！！ 
平松愛理
ダイアモンド ユカイ

新シリーズスタート！

聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

years70 さらなる挑戦

五木ひろし五木ひろし
メモリアルコンサートメモリアルコンサート

最新コンサートを独占放送！最新コンサートを独占放送！



＜出演者＞

純烈／はやぶさ／パク・ジュニョン
川上大輔／真田ナオキ／中澤卓也

◆ 再放送 10月22日（月）午後5時
10/13（土） 午後4時   

7月18日に浅草公会堂で開催された「演
歌男子。LIVE 2018」の模様を独占放
送! 前半は“執事たちの音楽会”と題し
て、執事姿の演歌男子たちがそれぞれ
の代表曲を交換して歌うメドレーや、70
年代男性アイドルのカバーに挑戦! 後半
は“浴衣ナイト”と題して、夏に浴衣で歌
いたい曲カバーやファンによるリクエスト
投票1位の楽曲を披露。また、堂島孝
平が作詞·作曲を手がけた「演歌男子。」
のオリジナルソング「今日の日をずっと」
をテレビ初披露!舞台裏の貴重映像も交
えてお届けします。

＜オリジナル曲歌唱＞
♪プロポーズ ♪キサス・キサス東京 ♪しのび哀／純烈
♪ジョー☆デッキー！！！ ♪蜘蛛男のダンス ♪さよならモード／はやぶさ
♪ブリキの玩具 ♪哀愁の雨 ♪さよならは言わせない／パク・ジュニョン
♪パズルを解かないで ♪シャボン玉の恋 ♪君は僕の半分／川上大輔
♪酔いのブルース ♪別れの夜明け ♪HAMAでダンスを／真田ナオキ
♪冬の蝶 ♪彼岸花の咲く頃 ♪心変わり／中澤卓也

＜70年代男性アイドルメドレー＞
♪タイム・トラベル／川上大輔
♪ダーリング／純烈
♪私鉄沿線／中澤卓也
♪よろしく哀愁／パク・ジュニョン
♪傷だらけのローラ／真田ナオキ
♪燃えろいい女／はやぶさ

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～

五木ひろしスペシャル

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。10月
は五木ひろしスペシャル回をお届けします。

10/8（月・祝） #147  午後4時 ほか
10/22（月） #148  午後4時 ほか

・前編
・後編 新曲ミュージックビデオの撮影メイキングを中心

に今回の楽曲づくりに密着!! 作詞なかにし礼、作
曲杉本眞人による生命と人生の素晴らしさをテ
ーマにした壮大な曲を五木ひろしが熱唱します。

五木ひろしミュージックビデオメイキング
「ＶＩＶＡ・ＬＡ・ＶＩＤＡ！
  ～生きてるっていいね！～」

10/1（月） 午後5時30分

五木ひろしの出演回を
お送りします!

10/11（木） 
#368  午後4時 ほか
＜歌唱曲＞♪千曲川 ♪細雪 ほか
 （テレビ東京放送日：1990年1月7日）

10/25（木） 
#369  午後4時
＜歌唱曲＞♪おまえとふたり 
♪ふたりの夜明け ♪夜空 ほか
 （テレビ東京放送日：1996年6月16日）

演歌の花道

Ⓒテレビ東京

五木ひろし先生が歌の世界の
アレコレを熱血指導します!

10/27（土） 午後4時   
今年、70歳を迎えてもなお第一線で活躍し続ける歌手·五木ひろしが新たに挑戦する
最新コンサートを独占放送! 代表曲「よこはま·たそがれ」「長良川艶歌」「暖簾」「山河」
から五木自らも期待する最新曲「VIVA·LA·VIDA!~生きてるっていいね!~」までのオリ
ジナル曲に加え、自身が生まれたときから現在まで70年間の流行歌·ヒット曲の数々を
カバー。東京国際フォーラムの大ホールで披露する圧倒的なステージをお届けします!
(2018年8月27日開催⁄東京国際フォーラム·ホールA)

五木ひろし
メモリアルコンサート

独占放送！years70 さらなる挑戦

五木ひろし
メモリアルコンサート

独占放送！years70 さらなる挑戦

＜出演者＞
五木ひろし
山内惠介
三山ひろし
市川由紀乃 ほかⒸNHK

4カ月連続  444444カ月連続  カ月連続  444444カ月連続  4カ月連続  カ月連続  4カ月連続  カ月連続  カ月連続  五木ひろし大特集！！第4弾

11月
レギュラー放送スタート！

11月
レギュラー放送スタート！

11月
レギュラー放送スタート！
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氷川きよしがグッチ裕三と繰り広げるバラエティ番組。

「いっつみい」の愛称で親しまれていた
逸見政孝の司会でおくる、トークと音
楽のバラエティーショー。

小林幸子、吉幾三らが
ヒット曲をメドレーで披露。
また佐々木小次郎をイ
メージした衣装をまとった
若き日の山内惠介が「つ
ばめ返し」を歌唱します。

70年代に活躍した
大スター＆新御三家の
ヒット曲をお届けします。

1988年から1991年までNHKで
放送された若者向けの音楽番組。

Profile 
シングル「部屋とYシャツと私」がミリオンセラーとなり、日本レコード大賞作詞賞などを受
賞。現在もシンガーソングライターとして活躍。

Profile 
伝説のロックバンド「RED WARRIORS」のボーカルとしてメジャーデビューし、人気絶頂
期の1989年に解散。現在は、ソロとして音楽活動を中心に幅広く活動。

番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、
テレビで観るラジオ風音楽番組。

10/23（火）午後4時 ほか  #111  

#13   日野美歌／上田正樹
10/8（月・ 祝） 

（NTV放送日：
1990年6月30日）

よる10時30分 ほか

#14   つのだ☆ひろ ／松原のぶえ
10/22（月） 

（NTV放送日：
1990年7月7日）

よる10時30分 ほか

ⒸNTV

©NHK

（NHK放送日：
2007年6月26日）

福田こうへい
コンサート2017 
IN 新歌舞伎座
10/10（水） 午後4時

中村あゆみ
Rock Alive 
2016
10/7（日） 午後5時

山内惠介
ファンクラブ限定LIVE 
『惠音楽会SCENE15』
10/17（水） 午後4時

ジャッキー吉川＆
 ブルーコメッツ 
ファイナルコンサート
in中野サンプラザ

10/21（日） 午後5時

香西かおり
30周年記念リサイタル
～風薫り　清しく　歌が舞いおりる～

10/29（月） 午後5時

コロッケ
芸能生活35周年
記念コンサート
10/28（日） 午後5時

ⒸNHKⒸ NHK

カブキロックス／DIAMOND YUKAI／PSY・S ほか
10/12（金） （NHK放送日：

1990年6月9日）よる10時 ほか#25

永井真理子／UP-BEAT／THE FUSE ほか
10/26（金） （NHK放送日：

1990年7月14日）よる10時 ほか#26

人気演歌歌手の
新旧ヒット曲を
全曲フルコーラスで
ご紹介。

アイドルソングシリーズについに男性編が登場!

いよいよシリーズ第5弾! 新DJ登場!

ダイアモンド ユカイ

平松愛理

1970年のヒットナンバー10/10（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!
#1  10/1（月）
#2  10/15（月）
#3  10/29（月）

しゃべくりDJ 
諸星和己の
ミュージックアワー!
#1  10/8（月・祝）
#2  10/22（月）

再放送 月曜よる10時

演歌の枠だけにとらわれず幅広い
音楽性で活躍の森進一。唯一無二
の歌声と親しみやすいメロディの名
曲の数 を々たっぷりとお届けします。
＜紹介曲＞♪北港 ♪花のブルース ほか

#282   森進一
10/12（金） 午後4時 ほか

＜紹介曲＞♪花が咲いている ♪夫婦人情 ほか

実力・人気ともに日本を代表す
る女性歌手・石川さゆり。今回
は、数ある名曲の中から選りすぐ
りの楽曲をお楽しみください。

#283   石川さゆり
10/26（金） 午後4時 ほか

10月の演歌コンサート 10月の懐かし系コンサート

写真：高樹涼子

ⒸNHK Ⓒ NHK＜歌唱曲＞♪バナナボート ♪LOVE ほか
わが歌は永遠に語らん

10/27（土） 午後6時
（NHK放送日：1977年4月17日）#2

＜歌唱曲＞♪リンゴ追分 ♪悲しき口笛 ほか
わが歌のさだめに生きて

10/13（土） 午後6時 ほか
（NHK放送日：1978年12月26日）#1

美空ひばりビッグショー

ゲスト： 阿川佐和子＆
 小堺一機

10/9（火）
午後4時 ほか  
（NHK放送日：2007年7月19日）

#47

10/8（月・祝） よる11時 ほか 沢田研二
＜曲目＞♪時の過ぎゆくままに ほか

10/9（火） よる11時 ほか 野口五郎
＜曲目＞♪甘い生活 ほか

10/10（水） よる11時 ほか 西城秀樹
＜曲目＞♪激しい恋 ほか

10/11（木） よる11時 ほか 郷ひろみ
＜曲目＞♪よろしく哀愁 ほか

1982年のヒットナンバー10/24（水） よる10時 ほか  #1



月
1・8・15・22・29

火
2・9・16・23・30

水
3・10・17・24・31

木
4・11・18・25

金
5・12・19・26

 土
6・13・20・27

 日
7・14・21・28

6 歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII 清水節子と大森あきらの歌恋綴り 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！

日本のこころ　ふるさとの歌 ⑥㉗ 山日和◇京ことコト⑬⑳京ことコト

7
週刊カセット

演歌ベスト20

わが心の演歌 車で旅する歌謡曲 60年代　
僕たちの青春ソングス

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

世界ローカルナビ 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～

若っ人ランドうた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ 歩きながらソング

8 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～

昭和スター列伝
④加山雄三 ⑪霧島昇
⑱遠藤実 ㉕越路吹雪

時代を映す名曲アルバム
昭和スター列伝

⑦加山雄三 ⑭霧島昇
㉑遠藤実 ㉘越路吹雪

9
インフォメーション 演歌男子。３ うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

聴かせて！
あなたのリクエスト　

視聴者が選ぶ
人気曲ランキング

週刊カセット
演歌ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

インフォメーション

10 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０11 車で旅する歌謡曲

12
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ ⑥㉗きよしとこの夜

⑬⑳NHK歌謡コンサート
特選！ ヒット演歌 ◇インフォ

インフォメーション

演歌売れ筋
ランキング

インフォメーション

1
ベストヒット演歌 

①⑰吉幾三 ⑧㉔島津亜矢 ⑮㉛五木ひろし特集2 ④㉒北山たけし ⑪㉙氷川きよし ②⑱石原詢子 ⑨㉕演歌男子。2018
⑯森進一 ⑤㉓前川清 ⑫㉚五木ひろし特集1 ③⑲坂本冬美 ⑩㉖演歌女子。2018

歩きながらソング

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

週刊カセット
演歌ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

聴かせて！
あなたのリクエスト　

視聴者が選ぶ
人気曲ランキング

インフォメーション

3 70's80's JUKEBOX
～私たちが選ぶこの 10 曲～

4
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～
五木ひろしスペシャル

※①神野美伽

NHK歌謡コンサート
※⑨⑯きよしとこの夜

③山川豊 35周年記念コンサート 
⑩福田こうへいコンサート
2017 IN 新歌舞伎座 
⑰山内惠介ファンクラブ限定
LIVE『惠音楽会SCENE15』 
5:00～ わが心の演歌 
㉔歌藝～三波春夫リサイタル～
㉛鳥羽一郎 35周年記念コン
サート

演歌の花道
※④ ( ～ 5:00) ベストヒット演歌

⑤五木ひろし特集2
⑫⑲森進一
㉖石川さゆり

⑥演歌男子。
学園祭LIVE in 浅草
⑬大鵬薬品スペシャル

「演歌男子。LIVE 2018」
⑳中村美律子デビュー
30周年記念コンサート
～笑顔の先に～
㉗五木ひろし
メモリアルコンサート　
70yearsさらなる挑戦

ジャスト
ポップアップ

花王名人劇場
※④ 5:00 ～ 
わが心の演歌

インフォメーション

5
①スナック寿美～浅草で“春よ来い”～ 
5:30～ 五木ひろし
ミュージックビデオメイキング

「ＶＩＶＡ・ＬＡ・ＶＩＤＡ！
～生きてるっていいね！～」
6:00～ あなたの街に聞きに
幾三!! ⑧昭和歌謡コロシアム
☆合戦！演歌男子。⑮演歌男
子。学園祭LIVE in 浅草 ㉒大
鵬薬品スペシャル「演歌男子。
LIVE 2018」 ㉙香西かおり　
30周年記念リサイタル(～7:30)

わが心の演歌 わが心の演歌 
⑦中村あゆみ 
Rock Alive 2016
⑭杉田二郎デビュー
50周年記念コンサート
～人生の階段～
㉑ジャッキー吉川＆ブルー
コメッツ　
ファイナルコンサートin中
野サンプラザ
㉘コロッケ芸能生活
35周年記念コンサート

インフォメーション

6 ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
演歌売れ筋
ランキング

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌の花道 ビッグショー 
美空ひばり

※⑥ビッグショー 船村徹
インフォメーション
特選！ ヒット演歌

7
時代を映す名曲アルバム

※㉙7:30～ 
わが心の演歌

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～

しゃべくりDJ 平松愛理のミュー
ジックアワー！！ ※⑦しゃべくり
DJ 浅香唯＆大槻ケンヂ ※㉘しゃ
べくりDJ ダイアモンド ユカイ歩きながらソング

8
60年代 僕たちの青春ソングス

週刊カセット演歌
ベスト20

しゃべくりDJ 
ミュージックアワー！

⑦㉑寺田恵子 ⑭㉘諸星和己

僕たちの青春ソングス ツメ折り！
カセットソング

9 70's80's JUKEBOX　～私たちが選ぶこの10曲～
※㉕㉖㉙～㉛70's80's JUKEBOXシリーズ Ｂ面コレクション 夜も一生けんめい。

10

しゃべくりDJ 寺田恵子の
ミュージックアワー！

※⑧㉒しゃべくりDJ 諸星和己
のミュージックアワー！ ツメ折り！

カセットソング

③しゃべくりDJ 
浅香唯＆大槻ケンヂ

⑩⑰しゃべくり DJ 
平松愛理

㉔㉛しゃべくり DJ 
ダイアモンド ユカイ

ジャスト
ポップアップ

※④レッツゴーヤング
ジャスト

ポップアップ ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

レッツゴーヤング
夜も一生けんめい。

11
70年代女性アイドルソング ベストテン ①薬師丸ひろ子 ②原田知世 ③南野陽子 ④斉藤由貴

70年代男性アイドルソングベストテン 
⑧⑱㉔㉚沢田研二 ⑨⑮㉕㉛野口五郎 ⑩⑯㉒西城秀樹 ⑪⑰㉓㉙郷ひろみ

クロスカヴァー・ソングショー
※⑫ザ・スター 
松田聖子スペシャル 
0:30～ 懐メロ♪ ～北陸編～
※㉖しゃべくりDJ クリス松村
のミュージックアワー！！
0:00～ 80年代女性アイドルソング 
松田聖子 アルバム･コレクション

80年代女性アイドルソング
ベストテン

⑦本田美奈子. ⑭薬師丸ひろ子
㉑原田知世㉘南野陽子

0 懐メロ♪ドライブミュージック ～関西編～
※①～④懐メロ♪ ドライブミュージック ～東海編～

ベストヒット演歌 
⑥五木ひろし特集2 

⑬⑳森進一 ㉗石川さゆり

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～

ツメ折り！
カセットソング

1
僕たちの青春ソングス 昭和スター列伝

⑥田端義夫 ⑬森繁久彌 
⑳近江俊郎 ㉗加山雄三

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

※⑩㉔たけおの鹿児島全力たび
たけおの鹿児島全力たび ※④郷土

劇場 (～2:20) ※⑪目撃者ｆ ⑤⑲きらり九州めぐり逢い
⑫㉖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 原日出子の京さんぽ
virtual trip 煌く日本の歌手

～わが心の演歌～クロ女子白書 山日和 ※㉕京ことコト
さつま狂句 世界ローカルナビ ※⑪京ことコト さつま狂句

インフォメーション 車で旅する歌謡曲 懐メロ♪ ドライブ～箱根・伊豆編～

2018

10
[  番組表  ]

演歌おすすめ番組

懐かしおすすめ番組

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。

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
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