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1981～1983年に関東ローカルで放送された
伝説の音楽番組「ザ・スター」から“ショーケン”
こと、萩原健一の貴重映像を放送。

2ヵ月連続特番  第2弾

ザ・スター  
 萩原健一

昨年デビュー17年を迎え、3月に発売された21作目のシングル「恋町カウンター」は
振り付け「恋町ダンス」が話題となり大好評！ 今年3月には新曲「噂のふたり」が発売される予定で、
ますますの活躍が期待される歌手・竹島 宏の魅力をたっぷりお届けします。

ラジオブースから、懐かしのレコード盤や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、テレビで観るラジオ風
音楽番組。今月は第3～5シーズンの総集編。寺田恵子、諸星和
己、浅香唯、大槻ケンヂ、ダイアモンド ユカイ、平松愛理の出演回
をお送りします。爆笑トークや、泣く泣くカットした未公開シーンな
ど盛りだくさんな内容でお届けします！

総集編

Ⓒフジテレビジョン

Ⓒフジテレビジョン

＜歌唱曲＞♪いい天気 ♪ルーシー ♪フラフラ ♪大阪で生まれた女 
（フジテレビ放送日：1982年4月20日）

萩原自ら作詞を手がけた「フラフラ」や、BOROの名曲としても知られる「大阪で生まれた女」を
含む全４曲を披露。萩原の素顔が垣間見える貴重なインタビューを交えてお届け。

#3   春よ来い3/4（月） よる10時 ほか

＜歌唱曲＞♪ララバイ ♪コンクリートジャングル ♪メリーゴーランド ♪ハロー・マイ・ジェラシー 
（フジテレビ放送日：1982年4月27日）

最終回は、「ザ・スパイダース」のギタリストとして活躍した井上堯之が特別ゲストとして出演。
「コンクリートジャングル」「ハロー・マイ・ジェラシー」をセッションする。

#4   男たちの夜3/18（月） よる10時 ほか

CS初放送！

寺田恵子

諸星和己 大槻ケン
ヂ

ダイアモ
ンド

           
 ユカイ浅香唯

平松愛理

3/20（水） よる10時 ほか  #2

3/6（水） よる10時 ほか  #1

3ヵ月連続 竹島 宏特集！！

3/23（土） 午後4時

竹島 宏が構成演出にあわせて様々な会場で生の声をお届けしている「ライブ」から、
Live Lounge UEHARAで行われたバレンタインライブを収録。自身の数々のオリジナル
「LOVE SONG」の過去映像と最新ライブを本人インタビューと共にお送りします。
新曲歌唱も必見です！4月・5月もトーク番組など盛りだくさんな内容でお送りします！

音故知新

「月枕」「恋町カウンター」に続く、松井五郎、
都志見隆による書き下ろし作品。さわやか
な恋の駆け引きをアップテンポの楽曲で仕上
げた「噂のふたり」は振り付けにも注目です。

エピソードを添えてお送りください。5月の特集
コーナーで発表します。4/20（土）〆切り

プログラムガイドの表紙を
ポスターにしました。
本人直筆サインを入れて抽
選で５名様にプレゼント！！
※詳しくは番組をご覧ください。

Present

竹島 宏の
第1弾

特番

ニューシングル　
「噂のふたり」
3月13日（水）発売決定
テイチクエンタテインメント

“あなたが聴きたい竹島 宏の曲”を大募集！



宮本隆治が
相田翔子とお届けする
演歌･歌謡曲
情報バラエティ番組。

演歌・歌謡曲にとどまらず、JAZZや
ロックなど様々なジャンルで活躍
の八代亜紀が登場。そのボーダー
レスな音楽活動の原点に迫ります。

#157   八代亜紀
3/4（月） 午後4時 ほか

70/80年代女性アイドルソング

＜歌唱曲＞♪雨の慕情 ♪フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ♪だいじょうぶ　

今回は麻倉未稀が番組ゲスト初登場。ラ
グビーワールドカップが開催される今年、あ
の代表曲を歌唱披露。パワフルなだけでな
く、優しく包み込むような歌声で魅了します。

#158   麻倉未稀
3/18（月） 午後4時 ほか

＜歌唱曲＞♪ヒーロー ‒Holding out for a hero - ♪ミスティ・トワイライト ♪人生は美しい -Voyagers

「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

1990年～2000年に野球選手が歌ったヒット曲の数 ご々紹介。
名曲（迷曲？）盛り沢山、野球ファン必見です！ 
＜紹介曲＞♪第Ⅱ章～True Love～／新庄剛志 ♪break new ground ／佐々木主浩 ほか

新しいミュージックシーンを創出した時代を彩る数々
の作品を作家別にセレクションしてお届け！

3/4（月） よる10時30分 ほか

3/18（月） よる10時30分 ほか
松任谷由実 作品集

3/4（月） よる11時 ほか 宇崎竜童 作品集
♪横須賀ストーリー／山口百恵 ほか

♪赤いスイートピー／松田聖子 ほか

来生たかお 作品集
♪セーラー服と機関銃／薬師丸ひろ子 ほか

3/5（火） よる11時 ほか

3/6（水） よる11時 ほか

吉田拓郎 作品集
♪やさしい悪魔／キャンディーズ ほか

3/7（木） よる11時 ほか

人気演歌歌手のヒット曲をフルコーラスでお届けします。

「変わらない恋」「旅立ち」を
テーマに、人気演歌歌手が熱唱。

（NHK放送日：2008年2月12日）（NHK放送日：2016年8月6日）

3/19（火） 午後4時 ほか #116

ⒸNHK

「酒場で生まれた歌物語」と題し、豪華出演者が「浪花
恋しぐれ」「有楽町で逢いましょう」「柳ヶ瀬ブルース」な
どの名曲の数 を々熱唱。五木ひろし・木の実ナナが歌
う昭和57年のヒット曲「居酒屋」も必見です！

4月は1975年に劇場公開されたドキュメンタリー映画 
「ブロウアップ・ヒデキ」を放送！5月、6月もここでしか観
られない貴重な映像をお届けします。
またチャンネルでは“あなたが好きな西城秀樹の曲を
大募集!! ” 人気曲ベスト10を番組で発表します。
エピソードを添えてどしどしお送り下さい。
応募は2月25日（月）から。
詳しくは公式ホームページをご覧ください。

ⒸNHK

Ⓒテレビ東京

プロ野球開幕特集

音楽×野球特番を放送！

西城秀樹リクエスト大募集！
西城秀樹3ヵ月連続大特集！！

【 4月～6月予告】

ⒸNHK

午後4時 ほか  #5

五木ひろしが“先生“に
扮し、歌の世界のアレコ
レを熱血指導。平原綾
香、川上大輔らが「少年
時代」「夏の思い出」な
どの夏の名曲を披露。ハナ肇とクレージーキャッツの
「ハイ それまでョ」「スーダラ節」にも挑戦！！

3/6（水）

ⒸNHK

出演者： 五木ひろし／山内惠介／川上大輔
 川野夏美／平原綾香 ほか

出演者： 都はるみ／岡千秋
 坂本冬美／美川憲一
 五木ひろし／木の実ナナ ほか

ⒸNHK

ベストヒット演歌

＜紹介曲＞♪雪恋華 ♪うたかたの女 ♪はぐれ花 ほか
#292   市川由紀乃
3/8（金） 午後4時 ほか

＜紹介曲＞♪天竜流し ♪道ひとすじ ♪南部蝉しぐれ ほか
#293   福田こうへい
3/22（金） 午後4時 ほか

3/7（木） 午後4時 ほか
#378   （テレビ東京放送日： 1996年4月28日）

長山洋子／堀内孝雄 ほか 

3/21（木・祝） 午後4時 ほか
#379   （テレビ東京放送日：1996年5月26日）

里見浩太朗／田川寿美 ほか 

ⒸNTV

#23   生島ヒロシ／平山みき

#24   久本雅美／野口五郎

（NTV放送日：
1990年9月22日）

（NTV放送日：
1990年9月29日）

野球選手の歌3/10（日） 午後5時 ほか

（荒井由実・呉田軽穂）

このほかにも特番を3/24（日）午後5時に放送！

3ヵ月にわたってレギュラー放送（全6話）3/25（月） 深夜1時 スタート
“今伝えたい”をキーワードに多彩な音楽ジャンルのアーティストを独自にピックアップ
し、その魅力をお届けする「WOWOW  PLUS  MUSIC」。いよいよ第2弾がスタート！

あべや

真田ナオキ 浜端ヨウヘイ

Gacharic Spinさとり少年団

Bitter&Sweet B2takes!

Ⓒ 1975松竹株式会社

歌謡曲黄金期の70～80年代
に野球選手が歌ったヒット曲
の数 を々お届け。

3/1（金） 深夜0時#1

3/8（金） 深夜0時#2 中畑清と松崎しげる
が、東京の身近にあ
る歌と野球にまつわ
る場所を楽しく巡る
お散歩番組。

3/17（日） 午後5時

新番組

歌謡ポップス 検索

第2弾
曜日替わりで7組のアーティストが登場

＜歌唱曲＞♪ララバイ ♪コンクリートジャングル ♪メリーゴーランド ♪ハロー・マイ・ジェラシー 
（フジテレビ放送日：1982年4月27日）

平松愛理



月
4・11・18・25

火
5・12・19・26

水
6・13・20・27

木
7・14・21・28

金
1・8・15・22・29

 土
2・9・16・23・30

 日
3・10・17・24・31

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 いわさき白露シニアゴルフ(～7:05)※⑨㉓京ことコト

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 (～7:10)
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～

京ことコト

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
⑦霧島昇 ⑭遠藤実

㉑越路吹雪 ㉘田端義夫
時代を映す

名曲アルバム
昭和スター列伝

③近江俊郎 ⑩霧島昇 ⑰遠藤実
㉔越路吹雪 ㉛田端義夫

9
インフォメーション スクープ！演歌男子。 

※②⑨プレゼン！演歌男子。
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20

11 車で旅する歌謡曲

12
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ NHK歌謡コンサート 

※㉓㉚きよしとこの夜
特選！ ヒット演歌 
インフォメーション

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 

①⑮森進一 ④⑱石川さゆり ⑤⑲山内惠介 ⑥⑳長山洋子 ⑦㉑2018年紅白歌合戦紅組歌手 ⑧㉒2018年紅白歌合戦白組歌手
⑪㉕北島三郎 ⑫㉖三山ひろし ⑬㉗美川憲一 ⑭㉘伍代夏子 ㉙市川由紀乃

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 ツメ折り！
カセットソング

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～

⑤⑫きよしとこの夜 
⑲㉖NHK歌謡コンサート

⑥⑬五木先生の
歌う！SHOW学校 

⑳㉗演歌の花道(～5:00)

演歌の花道 ベストヒット演歌
①伍代夏子 

⑧⑮市川由紀乃 
  ㉒㉙福田こうへい

②シリーズ歌謡ロマン 
氷川きよし 
5:00～ ベストヒット演歌 紅白
白組(～6:00) 
⑨川中美幸コンサート
⑯コロッケ芸能生活35周年
記念コンサート(～6:00)
㉓竹島 宏の「音故知新」
㉚鳥羽一郎 35周年記念コンサート

ザ・スター 
萩原健一

夜も一生けんめい。
永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト  
③かまやつひろし ⑩シーナ（シーナ＆ロケッツ） 
⑰上田正樹 ㉔ゴダイゴ ㉛宇崎竜童インフォメーション 特選！ ヒット演歌

5
④中村美律子デビュー
30周年記念コンサート
～笑顔の先に～ (～7:00) 
⑪山川豊 デビュー35周年記
念コンサート 
⑱川中美幸コンサート「夢」の
向こう側へ
～うたで綴る39年～ 
㉕コロッケ芸能生活35周年
記念コンサート(～7:00)

わが心の演歌
③NAONのYAON 2018(～8:00) 
⑩野球選手の歌 
6:00～ 俺ら東京さ行ぐだ 
～純情篇～ (～7:00) 
⑰中畑清の絶好調海峡　
-歌で語るプロ野球- 
㉔野球特番（仮） 
6:00～ 宇多田ヒカル ミュー
ジックビデオ特集 (～7:00) 
㉛俺は上野のプレスリー

インフォメーション わが心の演歌

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 ②㉓ビッグショー 森繁久彌 
⑨⑯五木先生の歌う！SHOW
学校 
6:45～特選！ ヒット演歌 
㉚ビッグショー 近江俊郎わが心の演歌 インフォメーション 懐メロ♪ ドライブミュージック

～南東北編～特選！ ヒット演歌

7
演歌の花道 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～

しゃべくりDJ 
ミュージックアワー！！

総集編うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～

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 浅香唯＆大槻ケ
ンヂのミュージックアワー！！
※③しゃべくりDJ 大槻ケンヂ
※⑩70's80's JUKEBOX ～
カテゴリ別 名曲プレイリスト
～ ※㉛野口五郎の改札口の
伝言板

僕たちの青春ソングス

9 70's80's JUKEBOX　～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ ※⑧ (～11:00)
懐メロ♪ ドライブミュージック

～北海道編～

夜も一生けんめい。

10
ザ・スター　
萩原健一 ツメ折り！

カセットソング
しゃべくりDJ 

ミュージックアワー！！
総集編

⑦⑭ジャスト
ポップアップ 

㉑㉘ツメ折り！
カセットソング

しゃべくりDJ 
浅香唯＆大槻ケンヂの
ミュージックアワー！！ 

※①しゃべくりDJ 
大槻ケンヂ 

※㉙野口五郎の
改札口の伝言板

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
70/80年代女性アイドルソング 

④⑭⑳㉖宇崎竜童 作品集 ⑤⑪㉑㉗来生たかお 作品集 
⑥⑫⑱㉘松任谷由実（荒井由実・呉田軽穂）作品集 ⑦⑬⑲㉕吉田拓郎 作品集

①シシド・カフカ SPECIAL in 中津川 
⑧宇多田ヒカルMV特集 ⑮ツメ折り！
カセットソング ㉒70's80's JUKEBOX 
㉙俺ら東京さ行ぐだ ～純情篇～

③70年代女性アイドル 石野真子 
80年代女性アイドル

⑩河合奈保子 ⑰柏原芳恵
  ㉔菊池桃子 ㉛荻野目洋子

0 懐メロ♪ドライブミュージック 
④～⑦北関東編Part2 ⑪～⑭九州編Part2 ⑱～㉑南関東編 ㉕～㉘東海編

70's80's JUKEBOX
①⑧野球選手の歌 ⑮カテゴリ別 
名曲プレイリスト ㉒野球選手の歌 
㉙野球特番（仮）

ベストヒット演歌 
②伍代夏子 ⑨⑯市川由紀乃 

㉓㉚福田こうへい

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～

僕たちの青春ソングス

1
懐メロ♪ ドライブミュージック～甲信越編～ ※永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト～ ①GARO ②河島英五 ③桑名正博 ④加藤和彦 ⑤加瀬邦彦 ⑥かまやつひろし ⑦シーナ（シーナ＆ロケッツ）⑧上田正樹 ⑨ゴダイゴ ⑩宇崎竜童

※㉕～㉛WOWOW PLUS MUSIC -深夜1時の音楽タイム-
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！ ⑥⑳政経マネジメント塾 
⑬㉗敬天愛人 きらり九州めぐり逢い 郷土劇場 ※①敬天愛人 

2:00～virtual trip 
2:15～京ことコト※⑮目撃者ｆ

昭和スター列伝 
②加山雄三 ⑨霧島昇
⑯遠藤実 ㉓越路吹雪 

㉚田端義夫
ツメ折り！カセットソングハワイ・ローカルトーク OKINAWA MONDE W・ALKER

2 原日出子の京さんぽ
virtual trip

クロ女子白書 ⑦㉑京ことコト ⑭㉘白露シニアゴルフ (～2:30)
さつま狂句 世界ローカルナビ 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～甲信越編～

2019
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[  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。
3/5深夜1時～翌7時 JDS、JC-HITS、ひかりTV 停波

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
https://www.kayopops.jp/

お問い合わせ
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