
Ⓒ 1975松竹株式会社

西城秀樹 3ヵ月連続大特集！！
「ブロウアップ ヒデキ」第1弾
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大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。神のお告げを聞け！」
純烈／徳永ゆうき／最上川司

竹島 宏
3ヵ月連続特集 第2弾

2019

 4
April

聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

シリーズ第6弾！新番組



◆再放送 4/30（火・祝）午後6時
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演歌・歌謡界で活躍する
若手イケメン歌手の未来を占う
トークバラエティ。
毎回3組の歌手が
人生を切り開く大切な助言
 ”神のお告げ” を聞きトークを展開！
番組公認鑑定師による厳正な占いにより、
演歌男子の恐るべき未来と
その解決策を導きます。

＜出演者＞ 純烈／徳永ゆうき／最上川司

「ブロウアップ 
  ヒデキ」

第1弾

4/14（日） 午後5時

1975年、二十歳の西城秀樹の情熱あふれるステージ
を追った、ドキュメンタリーフィルム。フェスティバルの
踏破距離5000キロ、趣向をこらした大胆なショー構成、
10台の劇場用カメラを駆使、50名のスタッフを動員し、
10万フィートものフィルムにヒデキの一挙手一投足を
捉えた、日本歌謡界史上に残る「西城秀樹・全国縦断
サマーフェスティバル」の全記録をお届けします！
（出演 西城秀樹　監督 田中康義）
＜収録楽曲＞
♪恋の暴走 ♪情熱の嵐 ♪傷だらけのローラ
♪この愛のときめき ♪至上の愛 ほか Ⓒ 1975松竹株式会社

＜歌唱曲＞
♪プロポーズ／純烈　
♪津軽の風／徳永ゆうき
♪まつぽいよ／最上川司

4/11（木）
午後4時30分 ほか #1

＜歌唱曲＞
♪母性本能／純烈
♪函館慕情／徳永ゆうき
♪日本のおばけだよ／最上川司

4/25（木）
午後4時30分 ほか #2

シリーズ第
6弾！

新番組

西城秀樹を4月～6月の3ヵ月にわたり大特集！
4月は「西城秀樹・全国縦断サマーフェスティバル」の
ライブ映像を記録したドキュメンタリー映画を放送。
5、6月もここでしか観られない番組を放送。

西城秀樹
3ヵ月連続大特集！！

西城秀樹リクエスト大募集！
チャンネルでは“あなたが好きな西城秀樹の曲”を大募集！
エピソードを添えてお送りください。5月に特別番組で人気
曲ランキングを発表します。応募はオフィシャルHPから！

応募締切：4月末まで歌謡ポップス 検索

レッツゴーヤング
4/21（日） よる10時

#3   西城秀樹
＜歌唱曲＞♪南十字星 ♪それ行けウィークエンド

（WORKING FOR THE WEEKEND）
（NHK放送日：1982年4月25日）

大鵬薬品スペシャル

ⒸNHK



「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。

「70/80年代女性アイドルソング」シリーズ最終章。
アイドル史に欠かせないヒット曲の数 を々お届け。

70年代女性アイドルソング アラカルト #1
♪赤い風船／浅田美代子 ほか4/8（月） よる11時 ほか

70年代女性アイドルソング アラカルト #2
♪木綿のハンカチーフ／太田裕美 ほか4/9（火） よる11時 ほか

80年代女性アイドルソング アラカルト #1
♪雨音はショパンの調べ／小林麻美 ほか4/10（水） よる11時 ほか

80年代女性アイドルソング アラカルト #2
♪17才／森高千里 ほか4/11（木） よる11時 ほか

4月は「祭りの夜」「夢をさがして」
をテーマに人気演歌歌手が熱唱。

4/23（火）
午後4時 ほか #117 4/10（水） 午後4時 ほか #6

ⒸNHK

Ⓒ NHK

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。山内惠
介、福田こうへいらが秋
に聴きたい名曲を披露。

Ⓒテレビ東京

出演者： 吉幾三／氷川きよし／伍代夏子／中村
美律子／堀内孝雄／ばんばひろふみ ほか

4/11（木） 午後4時 ほか
#380   （テレビ東京放送日： 1989年8月20日）

村田英雄／村上幸子 ほか 

4/25（木） 午後4時 ほか
#381   （テレビ東京放送日：1996年4月21日）

島倉千代子／香西かおり ほか 

ⒸNTV

4/8（月） よる10時30分 ほか
#25   ケント・デリカット／中尾ミエ（NTV放送日：

1990年10月6日）

4/22（月） よる10時30分 ほか
#26   高田純次 （NTV放送日：

1990年10月13日）

3ヵ月（3月～5月）連続放送

深夜1時、新たな音楽に出会う時間「WOWOW  
PLUS MUSIC」。4月は＃2～＃5を放送。ライブやイ
ンタビューなど盛り沢山な内容でお送りします。

（NHK放送日：2016年9月17日）

「春…旅立ちに贈る歌」と
題し、豪華出演者が旅立
ちや別れの曲を披露。 （NHK放送日：2008年3月18日）

＃26より美川憲一がレギュラー出演！

Ⓒ fukui-tv 4/6（土） 午後4時

五木ひろし 
歌って走って３０年
～ふるさと美浜で紡いだ絆～

4/29（月・祝） 午後6時

太田裕美・庄野真代・
渡辺真知子
オーケストラで歌う
青春ポップスコンサート

コンサート

曜日替わりで7組のアーティストが登場

浜端ヨウヘイ
（シンガーソングライター）

月曜

B2takes!
（メンズアイドル）火曜

Bitter&Sweet
（女性デュオ）水曜

あべや
（日本民俗音楽芸能集団）

日曜

Gacharic Spin
（ガールズロックバンド）

金曜

真田ナオキ
（演歌）

土曜

さとり少年団
（ダンス＆ボーカルユニット）

木曜

4/13（土） 午後4時
4/27（土） 午後4時

2004年から2017年まで福井テレビで放
送された紀行番組。竹島 宏が旅人とし
て登場！故郷・福井県の各地を訪れます。

宮本隆治と相田翔子がお届けする演歌・歌謡曲情報バ
ラエティ番組に竹島宏が初登場！ 昨年話題となった歌
の振り付けやジャケット写真撮影の意外なエピソード
トークを繰り広げます。最新曲もフルコーラスで披露。
＜歌唱曲＞ ♪恋町カウンター ♪北旅愁 ♪噂のふたり

3月13日に発売された話題
の新曲「噂のふたり」をはじ
め、新旧ヒット曲のミュー
ジックビデオをフルコーラス
で紹介。
＜歌唱曲＞ ♪噂のふたり 
♪恋町カウンター ♪月枕 ほか

ふくい浪漫　
い～ざぁええDay

4/29（月・祝）
午後1時 #1
（NHK放送日：
2015年10月12日）

午後1時45分 #2 （NHK放送日：
2016年4月9日）

五木先生の
歌う！SHOW学校

海が似合う演歌歌手・鳥羽一郎
が登場。デビュー曲「兄弟船」や
海をテーマにした名曲を披露。

3ヵ月連続 竹島 宏特集！！第2弾

4/8（月）
午後4時 ほか
#159 竹島 宏

4/22（月）
午後4時 ほか
#160 鳥羽一郎

竹島 宏出演回！

4/26（金）
午後4時 ほか #295

浜端ヨウヘイ「カーテンコール」
～はじまりのうた～

ビタスイのあさひともえみ

さとり少年団の
さとってる場合じゃなーい！

Gacharic Spin　
もう 笑うしかない

伝え継ぐ日本の音魂 
あべや

ⒸNHK
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B2takes!の次世代音楽エンタメ番組
～目指せ！最前線～GROWING
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月
1・8・15・22・29

火
2・9・16・23・30

水
3・10・17・24

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 歩きながらソング 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 ⑥⑳京ことコト ⑬㉗いわさき白露シニアゴルフ(～7:05)

7 週刊カセット
演歌ベスト20

※㉙時代を映す
名曲アルバム

わが心の演歌
※㉚時代を映す名曲アルバム 
( ～ 8:00)

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
④森繁久彌 ⑪近江俊郎 
⑱加山雄三 ㉕霧島昇

時代を映す
名曲アルバム

昭和スター列伝
⑦森繁久彌 ⑭近江俊郎 
㉑加山雄三 ㉘霧島昇

9
インフォメーション スクープ！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

※㉙60年代 僕たちの
青春ソングス(～12:30)

演歌売れ筋
ランキング

※㉚懐メロ♪ ドライブミュ
ージック～箱根・伊豆編～ 

(～12:30)

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～ 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 

①⑪㉓福田こうへい ②⑫㉕2018年紅白歌合戦紅組歌手 ③⑮㉖2018年紅白歌合戦白組歌手 ④⑯北島三郎 ⑤⑰三山ひろし 
⑧⑱美川憲一 ⑨⑲伍代夏子 ⑩㉒市川由紀乃 ㉔神野美伽

※㉙五木先生の歌う！SHOW学校 (～3:15) ※㉚NHK歌謡コンサート 1:45～ 特選！ ヒット演歌

大鵬薬品スペシャル「演歌男子。
神のお告げを聞け！」 
※⑥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

※㉙3:15～ 特選！ヒット演歌 
3:30～ 大鵬薬品スペシャル

「演歌男子。神のお告げを聞け！」

演歌売れ筋
ランキング

※㉚NHK歌謡コンサート 
2:45～ 特選！ ヒット演歌 
3:00～ NHK歌謡コンサート 
3:45～ インフォメーション

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～

※㉙70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～

②㉓NHK歌謡コンサート 
⑨⑯きよしとこの夜 
㉚70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～ 
(～6:00）

③㉔演歌の花道(～5:00) 
⑩⑰五木先生の歌う！
SHOW学校

演歌の花道 ベストヒット演歌
⑤福田こうへい 
⑫⑲神野美伽 

㉖竹島宏

⑥五木ひろし 
歌って走って30年
5:00～ ビッグショー 
近江俊郎 
⑬㉗ふくい浪漫 
い～ざぁええDay
※⑬NHK歌謡コンサート
㉗ベストヒット 竹島宏 
⑳坂東玉三郎・小椋佳が
ミッチーに捧げる名曲た
ち 前編 
5:30～ 煌く日本の歌手

懐メロ♪ ドライブミュー
ジック～瀬戸内編～

大鵬薬品スペシャル「演歌男子。
神のお告げを聞け！」 
※④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  
⑦りりィ ⑭ザ・ゴールデン・カップス 
㉑柳ジョージ ㉘ジョー山中インフォメーション 特選！ ヒット演歌

5
俺は上野のプレスリー 
※①香西かおり　30周年記念
リサイタル (～7:30) 
※⑮竹島 宏の「音故知新」 
※㉙僕たちの青春ソングス 
5:30～ インフォメーション 
6:00～ 太田裕美 庄野真代 
渡辺真知子 オーケストラで歌
う青春ポップスコンサート
 (～7:30)

わが心の演歌
⑦宇多田ヒカル ミュージック
ビデオ特集 
6:00～ 70's80's JUKEBOX
シリーズ 野球選手の歌 
⑭ブロウアップ ヒデキ 
6:30～ 俺は上野のプレスリー 
(～8:00) ㉑伊藤銀次・杉真
理・サーカス・庄野真代  LIVE 
Light Mellow Vol.1 
㉘中村あゆみ Rock Alive 
2016

インフォメーション

6 ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
※㉚ブロウアップ ヒデキ 
7:30～ 70年代男性アイドル
ソング 西城秀樹ベストテン 
(～8:30)

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 五木先生の
歌う！SHOW学校 

※ビッグショー 
⑥霧島昇 ㉗近江俊郎(～7:00)わが心の演歌

※⑮歩きながらソング
インフォメーション
特選！ ヒット演歌 特選！ ヒット演歌

7
大鵬薬品スペシャル「演歌男子。
神のお告げを聞け！」 
※⑧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～

 70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイ
リスト～ 
※㉘俺ら東京さ行ぐだ 
～純情篇～

うた紀行～懐かしい歌 彩る情
景～※㉙80年代女性アイドル
ソングSP 松田聖子 (～9:00)

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

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～
※㉙ツメ折り！カセットソング (～0:00) ※㉚ツメ折り！カセットソング

懐メロ♪ドライブ～九州編～ ※
⑦虹コンの2時じゃないんかぁぁい！
(～0:00) ※⑭懐メロ♪～北海道編～

夜も一生けんめい。

10
フォークの風景 ツメ折り！

カセットソング
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。
※①野口五郎の改札口の伝言板

11
70年代女性アイドルソング　
アラカルト ※①70/80年代
女性アイドルソング 宇崎竜童 
作品集 ※㉒80年代女性アイ
ドルソング アラカルト

80年代女性アイドルソング アラカル
ト ※②70/80年代女性アイドルソ
ング 来生たかお作品集  ※⑨70年
代女性アイドルソング アラカルト ※
㉚WOWOW MUSIC Selection 
TIMELESS SESSIONS in 
YOKOHAMA Produced by 武部聡志

80年代女性アイドルソング　
アラカルト ※③70/80年代
女性アイドルソング 松任谷由
実（荒井由実・呉田軽穂）作品
集 ※㉔70年代女性アイドルソ
ング アラカルト

70年代女性アイドルソング　
アラカルト ※④70/80年代
女性アイドルソング 吉田拓郎　
作品集 ※⑪80年代女性アイ
ドルソング アラカルト

⑤LIVE Light Mellow Vol.1 
⑫中村あゆみ Rock Alive 2016 
⑲70's80's JUKEBOX 野球
選手 
㉖野球選手の歌
～平成名球界編～ 
0:00～ 山本浩二＆譲二のドレ
ミファスタジアム

80年代女性アイドルソン
グベストテン ⑭堀ちえみ 
㉑早見優 ㉘本田美奈子.

0
懐メロ♪ドライブミュージック 

①～④東海編 ⑧～⑪北関東編Part2 ⑮～⑱甲信越編Part2 ㉒～㉕南東北編Part2
※㉙㉚ジャストポップアップ

ベストヒット演歌 
⑥福田こうへい 

⑬⑳神野美伽 ㉗竹島宏

孤独なロックンローラー
～ 坂本つとむ～

僕たちの青春ソングス

1
WOWOW PLUS MUSIC -深夜1時の音楽タイム- 

Monday：浜端ヨウヘイ／Tuesday：B2takes!／Wednesday：Bitter & Sweet／Thursday：さとり少年団／Friday：Gacharic Spin／Saturday：真田ナオキ／Sunday：あべや 
※永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト ㉙りりィ㉚ザ・ゴールデン・カップス

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！ ③⑰政経マネジメント塾 

⑩㉔敬天愛人 きらり九州めぐり逢い ⑤⑲敬天愛人 
2:00～ いわさき白露ゴルフ
2:15～ 京ことコト
⑫㉖郷土劇場 

昭和スター列伝 
⑥森繁久彌 ⑬近江俊郎
⑳加山雄三 ㉗霧島昇

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 ④⑱京ことコト ⑪㉕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

4
[  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。
4/14 27：00-29：00（4/15 3：00-5：00）　全停波

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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