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2022年、デビュー40周年を迎えた鳥羽一郎の周年
記念コンサートを独占放送！ クラウンミュージックの後
輩演歌歌手が集結し、記念すべき日に華を添えます。

宮本隆治が隊長となり大自然の中で思いっきり遊ぼう！と「演歌アウトドア倶楽部」
を結成。キャンプにスポーツ、野外料理と、普段は見られない歌手のプライベート
な一面も垣間見ることができるスペシャルプログラム！

それゆけ！演歌アウトドア倶楽部

トップ歌手たちの歌声を、フルオーケストラの迫力
ある演奏とともにお届けします。

11/27（日） 午後5時

＜出演＞ 美川憲一／はるな愛

みんなの県民ＳＯＮＧ！
～信州うた旅情編～

シリーズ第11弾となる今回は、はるな愛と共に
長野県松本市・安曇野市を訪れます。地元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ともに伺います。
笑いあり、涙ありの今回はどんな珍道中になるのか？ 
２人のスペシャルライブも必見です！

美川憲一が全国を巡りながら、
その土地の人々に愛される歌

「県民SONG」を探す音楽旅番組。

＜出演＞ 鳥羽一郎／川野夏美／瀬口侑希／津吹みゆ
 一条貫太／木村徹二  司会：宮本隆治

＜出演＞ 宮本隆治／三山ひろし／おかゆ／真田ナオキ／辰巳ゆうと
＜特別ゲスト＞ 荻原次晴

＜出演＞五木ひろし／加山雄三／キム・ヨンジャ
 西城秀樹／ジュディ・オング／瀬川瑛子
 谷村新司／天童よしみ／美川憲一／都はるみ

はるな愛

祝！鳥羽一郎
デビュー40周年記念コンサート
～クラウンミュージックフェスティバル～

11/26（土） 午後4時

11/23（水・祝） 午後5時

11/5（土） 午後5時30分 ほか

独占
放送

秀樹・聖子・明菜　昭和アイドル大集合！！

「NTV紅白歌のベストテン」
「ザ・スター 西城秀樹 
～人生の四季～ 2020年特別編」 ほか

11/4（金） よる8時
西城秀樹

「レッツゴーヤング」4本連続放送 ほか
11/11（金） よる8時松田聖子

「ザ・トップテン」「歌のトップテン」
「レッツゴーヤング」 ほか

11/25（金） よる8時中森明菜

(C)フジテレビジョン

©NHK
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歌謡チャリティーコンサート
#1 青春の夢と希望を子どもたちへ

今をときめく人気歌手がアウトドアで大はしゃぎ！ 

©NHK

（NHK放送日：1998年5月5日／広島厚生年金会館ホール）



番組表11
2022

さらに詳しい情報は
歌謡ポップスチャンネル
公式ホームページへ！

月
7・14・21・28

火
1・8・15・22・29

水
2・9・16・23・30

木
3・10・17・24

金
4・11・18・25

土
5・12・19・26

日
6・13・20・27

銭形平次
①～⑦長崎犯科帳

ブルーリバーの
望むところだ！ 政経マネジメント塾

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
カラオケ人気ソング

◇歌謡決定版

昭和青春歌謡 コレクション
㉓㉚時代を映す名曲アルバム

知里のミュージックエッセンスPartII ミュージック・シャワー 若っ人ランド 宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星
歌謡決定版
⑥⑳8:00～ 
⑬㉗

わが心の演歌

USEN
演歌ベスト20

歌謡決定版
③「海峡演歌」傑作選

⑩「青春」特集
⑰ご当地ソング「九州」

㉔「周年歌手」特集

演歌新曲ファイル
歌謡決定版

④「許されぬ恋」特集
⑱リクエスト特集

宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
⑤歌謡決定版
⑲歌謡ポップス芸能ニュース
8:30～演歌の花道

インフォメーション

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

インフォメーション ベストヒット演歌
①㉙坂本冬美 ⑧鳥羽一郎

⑮松原健之 ㉒竹島宏
歌謡パレード

ベストヒット演歌
④竹島宏 ⑪五木ひろし

⑱市川由紀乃 ㉕鳥羽一郎
歌謡ポップス芸能ニュース
⑭㉘60年代 僕たちの青春ソングス

NHK歌謡コンサート NHK歌謡コンサート

列車で旅する歌謡曲～TRAIN and RAILWAY MUSIC演歌の花道 インフォメーション
インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

USEN
演歌ベスト20⑦㉑演歌新曲ファイル

⑭㉘歌謡決定版
USEN

演歌ベスト20 オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
カラオケ人気ソング

◇歌謡決定版

歌謡決定版
④「人生演歌」傑作選

⑪「許されぬ恋」
⑱「青春」特集

㉕ご当地ソング「九州」
⑥⑳演歌新曲ファイル

⑬㉗歌謡決定版

インフォメーション インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

USEN
演歌ベスト20

歌謡パレード
4:45～NHK歌謡コンサート
⑲鳥羽一郎35周年記念コンサート 
㉖祝！鳥羽一郎デビュー40周
年記念コンサート～クラウン
ミュージックフェスティバル～

（～6:00）

インフォメーション

②坂本冬美「～歌の夢 歌の旅～
Fuyumi Sakamoto 
25th Anniversary Live」
⑨吉幾三 45年間、ありがとう
～ファイナルコンサート～
⑯辰巳ゆうと×アウトドア

「あなたと一緒に逢うとドア」
5:30～真田ナオキ LIVE2022 
"鶯谷で・・・どう？"
6:45～青春ソングス ミニ
㉓それゆけ！演歌アウトドア倶楽部
6:00～歌謡決定版
㉚島津亜矢 SINGER in 東京オ
ペラシティ

歌謡決定版
③「青春」特集

⑰「周年歌手」特集
㉔「海峡演歌」傑作選

⑩松原健之コンサート
ツアー2022
6:15～松原健之特集
ベストヒット演歌

NHK歌謡コンサート
⑳北国からのコンサート2017
6:15～ 北国からのコンサート
2020（～7:30）
㉗みんなの県民ＳＯＮＧ！
～信州うた旅情編～
6:00～ 歌謡チャリティーコン
サート（～7:15）

⑤歌謡チャリティーコンサート
6:45～青春ソングス ミニ
⑫宮本隆治の歌謡ポップス☆一
番星コンサート
6:45～ビッグショー 
勝新太郎（～7:45）
⑲三山ひろしの学芸のすゝ め
～話芸・落語と工芸・屏風～
6:30～北山たけし 
ファーストコンサート（～8:00）
㉖6:00～鳥羽一郎特集 
ベストヒット演歌

宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星
④鳥羽一郎特集 ベストヒッ
ト演歌
⑱歌謡決定版

⑥音と言の葉のしらべ。
～林部智史の音楽時間～
7:00～林部智史スペシャルリ
クエストLIVE～音と言の葉の
しらべ。～
8:30～心、響く詞（うた）いず
こへ～林部智史 音楽の旅～

（～9:30）
⑬川中美幸 45周年記念公演
8:00～オフコース 1982・
6・30 武道館 コンサート（～
9:45）
⑳7:30～懐メロ♪ドライブミ
ュージック
8:00～NTV紅白歌のベストテン
㉗7:15～レッツゴーヤング
8:00～MV特集（～10:00）

あばれ八州御用旅 I
①～③右門捕物帖 ④時代劇主題歌コレクション

⑦昭和青春歌謡 コレクション ㉕～㉚あばれ医者嵐山

⑤テレサ・テン 
コンサート・ライブ
⑫7:45～青春ソングス ミニ
㉖松任谷由実 
ミュージックビデオ特集

MV特集
⑦2000年代J-POP BEST
⑭㉑90年代ウルトラヒット

㉘眠れぬ夜に聴きたいバラード

MV特集
①情緒あふれる歌

⑧シンガーソングライター大特集
⑮愛のうた

㉒歴史に輝くメガヒット
㉙90年代ウルトラヒット

MV特集
②⑨㉚お宝MV大集合！

⑯ヒット曲SP
㉓メガヒット80's

MV特集
③恋うたセレクション

⑩90年代ウルトラヒット
⑰応援ソング

㉔80年代ウルトラヒット

④NTV紅白歌のベストテン
⑪レッツゴーヤング（～11:00）
⑱大集合！J-POP青春の80s 
～音楽はタイムマシン！～

（～10:00）
㉕ザ・トップテン ⑤J-POP a（エース）民生が

CHARAが飲んで歌って90分
9:30～ポップジャム
11:00～ 列車で旅する歌謡
曲
⑫70年代 女性アイドルソング・
ベスト100
⑲80年代 女性アイドルソング・
ベスト100
㉖山下達郎 
ミュージックビデオ特集
9:00～ 70/80年代 シティ・
ポップの名曲 ベスト100

（～2:00）

④ザ・スター 西城秀樹 
～人生の四季～2020年特別編
⑱10:00～レッツゴーヤング 

（～1:00）
㉕歌のトップテン
9:45～レッツゴーヤング

（～0:45）

⑥9:30～
アリス コンサートツアー2013
～It's a Time～日本武道館
ファイナル（～0:15）
⑬9:45～
オフコース コレクション
⑳大村雅朗25th メモリアル
スーパーライブ
㉗10:00～飯尾和樹とコムアイ
の音楽クエスト（～10:53）

MV特集
⑦眠れぬ夜に聴きたいバラード

⑭歴史に輝くメガヒット
㉑ソロボーカリスト

㉘応援ソング

MV特集
①㉒元気100倍☆

パワフルソング
⑮㉙友に捧ぐ歌

⑧ソロボーカリスト

MV特集
③友に捧ぐ歌

⑩元気100倍☆パワフルソング
⑰眠れぬ夜に聴きたいバラード

㉔歴史に輝くメガヒット

ポップジャム
⑥0:15～ ⑬
⑳大村雅朗コレクション
11:45～青春ソングス ミニ
0:00～MV特集（～2:00）
㉗10:53～コムアイのこれが
知りたい！
11:00～MV特集（～2:00）

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

ツメ折り！カセットソング
⑯夢で終わらんよ 

DOCUMENTARY of でん
ぱ組.inc◇WOW!iSM ―

SPEC!AL―（～1:00）

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC

④70年代男性アイドルソング 
西城秀樹ベストテン
0:00～西城秀樹 マイ・フェイ
バリット ヒデキ
⑪80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
㉕0:45～僕たちの青春ソング
ス ミニ

CAR and DRIVE 
MUSIC

懐メロ♪ ドライブミュージック
㉚New B.O.L.T Rising◇WOW!iSM

CAR and DRIVE 
MUSIC

女性アイドルソング
⑤中森明菜⑫1:00～松田聖子

（～2:30）⑲山口百恵
⑫大村雅朗コレクション
⑲1:00～ YELLOW MAGIC 
ORCHESTRA ’80 WORLD 
TOUR IN AMERICA

（～2:15）

ぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 発見らくちゃく！政経マネジメント塾
1:30～ 旅する観光列車
⑨㉓郷土劇場「芸能の広場」

きらり九州 絶景ニッポン～四季彩パレット～ ⑥懐メロ♪ ドライブミュージック
⑬Anly◇WOW!iSM ―L!VE
― from RITTOR BASEアゲアゲめし さつま狂句 1:40～南九州グルメ便り 

1:50～世界ローカルナビ 原日出子の京さんぽ さつま狂句 1:40～世界ローカルナビ 
1:50～南九州グルメ便り

J-POP ライブラリー
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ ツメ折り！カセットソング

MV特集
④眠れぬ夜に聴きたいバラード

⑪情緒あふれる歌
⑱2000年代J-POP BEST

㉕愛のうた

⑤MV特集 
3:00～すぎやまこういちコレクション 
⑫2:30～河合奈保子ベストテン 
3:30～懐メロ♪ドライブミュージ
ック 
⑲2:15～ポップジャム
3:00～MV特集
劇場版 名探偵ホームズ
㉖青い紅玉の巻／海底の財宝の
巻 3:00～ ミセス・ハドソン人質
事件／ドーバー海峡の大空中戦

あばれ医者嵐山
懐メロ♪ ドライブミュージック

アイドルソング　作家別
①井上陽水⑧財津和夫⑮竹内まりや

㉒中島みゆき㉙吉田拓郎
70's80's JUKEBOXシリーズ 

Ｂ面コレクション
70's80's JUKEBOX 

～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

※番組内容・放送スケジュールは都合により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 マークは同時に複数の音声を放送している音声多重の番組です。特番・新番組
時代劇横丁

【停波】スカパー！プレミアムサービス（H.264）644ch：11/1・8（火） 深夜3:55 -4:00、JCOM 港新宿局：11/16（水） 深夜1:00 - 翌6:00
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