
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
〈定時番組〉

1 日 6 回放送

6 ：30 ～　10：00 ～
12：30 ～　15：00 ～
19：30 ～　22：30 ～

〈再放送〉
●日 ・水曜日放送分
　　土 ・日曜日 16：30 ～
●月 ・金曜日放送分
　　土 ・日曜日 17：30 ～
●前週の火 ・土曜日放送分
　　土 ・日曜日 18：30 ～

〈再放送〉
AIタウン情報
（ 木曜日放送分 ）
 金曜日　11：30 ～
　　　　14：00 ～
　　　　21：00 ～
 土曜日　11：30 ～
 日曜日　14：00 ～

〈新番組〉

「秋本奈緒美が行く 日本名水巡りの旅」
女優・歌手 秋本奈緒美が全国の名水の里を旅します
水善きところは温泉・米・野菜・酒もきっと「うまい！」はず
美味とそこに暮らす人々と出逢う旅　　

3日（日） ・6日（水）に放送

1 2

STB562chで放送中
スペースシャワーTVより

ミュージックビデオ
セレクション

映画情報番組
シネマ☆クロス

最新シネマ情報＋
徳島の旬の情報が
盛りだくさん！
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〈新番組〉
秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

～ # １ 熊本～

RIDE音MUSIC
2nd RIDE

プロアマ問わず音楽を本気
で楽しむ人を応援する番組

映画情報番組
シネマ☆クロス

最新シネマ情報＋
徳島の旬の情報が
盛りだくさん！

〈新番組〉
秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

～ # １ 熊本～

全国の CATV 制作番組
今月のイチオシ

三沢基地航空祭
2019

青森県三沢市
三沢市ケーブルテレビジョン制作

RIDE音MUSIC
2nd RIDE

プロアマ問わず音楽を本気
で楽しむ人を応援する番組

STB562chで放送中
スペースシャワーTVより

ミュージックビデオ
セレクション

10 11 12 13 14 15 16

きんこ ほのぼのアート
イラストレーター西山欣子さんが

提案するアート講座

猫を描こう

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
うれしい目玉焼

チーズサクサク目玉焼き など

〈アンコール放送〉
藍住町

インディゴコレクション
2019

藍の魅力をつなげよう！

きんこ ほのぼのアート
イラストレーター西山欣子さんが

提案するアート講座

猫を描こう

AI タウン情報
1週間の出来事・イベントを紹介

ヴォルティスLOVE
ベストセレクション

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
うれしい目玉焼

チーズサクサク目玉焼き など

〈アンコール放送〉
藍住町

インディゴコレクション
2019

藍の魅力をつなげよう！
GO！GO！ヴォルティス

17 18 19 20 21 22 23

エンジョイ あすたむ！
初夏のあすたむイベント情報

とれたて新鮮アグリプロ
アイ・エス・フーズ徳島株式会社：青ネギ

〈アンコール放送〉
第8回 いたの

童謡とわらべ歌のつどい
前編

エンジョイ あすたむ！
初夏のあすたむイベント情報

全国の CATV 制作番組
今月のイチオシ
令和二年

国府宮はだか祭
愛知県稲沢市
稲沢CATV制作

とれたて新鮮アグリプロ
アイ・エス・フーズ徳島株式会社：青ネギ

〈アンコール放送〉
第8回 いたの

童謡とわらべ歌のつどい
後編

農林水産総合技術支援
センターから最新情報
イチゴの病害虫対策～IPM体系の開発～

農林水産総合技術支援
センターから最新情報
イチゴの病害虫対策～IPM体系の開発～

24 25 26 27 28 29 30

テレビミュージアム
四国民家博物館

四国村
香川県高松市

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
おいしい煮豆腐

（和・中・チリ）
豆腐の中華うま煮 など

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

file3

テレビミュージアム
四国民家博物館

四国村
香川県高松市

AI タウン情報
1週間の出来事・イベントを紹介

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
おいしい煮豆腐

（和・中・チリ）
豆腐の中華うま煮 など

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

file3

31 ●ディズニー・チャンネル/ディズニーＸＤ
　おすすめ番組1話分を放送
　月・木曜日 19:00 ～　土曜日 8:30 ～
　　ディズニー・チャンネル
　　　「ふしぎの国 アンフィビア」
　火・金曜日 19:00 ～　日曜日 12:00 ～　
　　ディズニー XD
　　　「マーベル アベンジャーズ：シークレット・ウォーズ」

●専門チャンネル
　視聴用チューナー
　STBで放送する
　おすすめ番組を紹介
日～土曜日　　9:33 ～　
月～木曜日　17:33 ～　　　
日～水、金・土曜日　22:03 ～

●サイエンスチャンネル
　ザ・メイキング
身近なモノがどの様な技術を
使って作られていくのか
月～木曜日　11:30 ～　16:30 ～
木曜日　21:00 ～
土曜日　14:00 ～

●県広報番組「旬感！あわだより」
　日～土曜日　 9 :30 ～　
　月～木曜日　17:30 ～　　　
　日～水、金・土曜日 22:00 ～
●県政アンテナテレビ「とくしまハーツ」
　日曜日　11:30 ～
　木曜日　22:00 ～
　土曜日　 8 :00 ～

あいともぶらぶら
cooking
～３ぶら～

町歩きでGETした食材でお料理

▪ 2020（令和2）年 5月


