
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 ～
　　　　14：00 ～
 日曜日　14：00 ～

1 2 3 4

知っとうで！？
交通管理隊

全国のCATV制作番組
今月のオススメ

いいね！にっぽん
～露天風呂、民芸品、

焼物、着物～
日本デジタル配信制作

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
ツナ缶でおかず

ちくわのツナマヨ焼き など

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索
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5 6 7 8 9 10 11

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

STBの562ch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！

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

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
MF38 梶川諒太選手
お家で体を動かそう！
ボールくんといっしょ

STBの562ch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！GO！GO！ヴォルティス

12 13 14 15 16 17 18

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
遊山箱を作ろう

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

夏バテ防止！
ネバネバレシピ

ふわふわ卵のオクラあん など

金沢の宝物
　●金沢の建築文化
　●金沢メギスおいしいよ
　　まあ、食べてみまっし

金沢ケーブル㈱制作
石川県金沢市

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
遊山箱を作ろう

全国のCATV制作番組
今月のオススメ

いいね！にっぽん
～アイデア～

日本デジタル配信制作

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

夏バテ防止！
ネバネバレシピ

ふわふわ卵のオクラあん など

金沢の宝物
　●金沢の建築文化
　●金沢メギスおいしいよ
　　まあ、食べてみまっし

金沢ケーブル㈱制作
石川県金沢市

19 20 21 22 23 24 25

エンジョイ あすたむ！
夏休みイベント大集合

とれたて新鮮アグリプロ
ねっこ農園：青ねぎ お花ダイスキ！

夏はハイビスカスで
トロピカル！

エンジョイ あすたむ！
夏休みイベント大集合

AI タウン情報
1週間の出来事・イベントを紹介

お家で体を動かそう！
ボールくんといっしょ

とれたて新鮮アグリプロ
ねっこ農園：青ねぎ お花ダイスキ！

夏はハイビスカスで
トロピカル！

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

不耕起栽培を利用した
暖地型2年5作体系による飼料増産技術について

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

不耕起栽培を利用した
暖地型2年5作体系による飼料増産技術について

26 27 28 29 30 31 ●THE MAKING
　（サイエンス番組）
科学技術振興機構制作
身近なモノが、どの様な技術を
使って作られていくのかを紹介

※ 放送日時は EPG（電子番組表）、
ホームページをご覧ください

テレビミュージアム
骨格標本の世界

徳島県立博物館

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

夏の最強餃子レシピ
水餃子 など

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索
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テレビミュージアム
骨格標本の世界

徳島県立博物館

AI タウン情報
１週間の出来事・イベントを紹介

これが聞き対話
フレイルサポーターについて

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

夏の最強餃子レシピ
水餃子 など

★録画★令和2年第2回藍住町議会定例会
　※藍住町のみ放送
　 　　7 月 6 日（月）～ 13日（月）　土・日曜日は除く
　　　　　　8：00 ～・16：30 ～・21：00 ～（1日 3回）

★録画★令和2年第2回板野町議会定例会 
　※板野町のみ放送
   　　7 月 6 日（月）～ 9日（木）
　　　　　　8：00 ～・16：30 ～・21：00 ～（1日 3回）

●キッズステーションより 期間限定
　人気オリジナル子ども番組「子育てTV ハピクラ」
1歳～6歳のお子さま向け楽しくてためになる子ども番組
　歌やダンス、手あそびうた、知育クイズ、マナーなど
　お子さまの五感や創造力などを育むコーナーが満載！

　月～土曜日　　 9 ：00 ～
　金曜日　　　　16：30 ～
　土・日曜日　　11：00 ～

●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「ビッグシティ・グリーン」
　火・金曜日 19：00 ～　日曜日 12：00 ～　
　　ディズニーXD「スター・ウォーズ レジスタンス」

●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 ～
　　　　　 22：03 ～
月～木曜日 17：33 ～   

▪ 2020（令和2）年 7月


