
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 ～

板野町小学校連合
（東・西・南）

修学旅行の安否放送
10月11日（日）

18：25 ～
20：25 ～

※板野町のみ放送

1 2 3

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

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

食欲全開！フライパンで作る
ガッツリレシピ !

ビビンバ風焼肉丼 など

子育て応援番組

わくわく育児
沐浴

4 5 6 7 8 9 10

令和 2年度

板野中学校　文化祭
can do ～板中の永遠の物語～

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！

令和 2年度

板野中学校　文化祭
can do ～板中の永遠の物語～

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
MF7  小西雄大選手

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

11 12 13 14 15 16 17

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
ペンで描こう

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

秋がつまった炊き込みご飯
たこときのこの炊き込みご飯 など

エンジョイ あすたむ！
秋の行楽イベント情報PART2

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
ペンで描こう

〈12回シリーズ〉

秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

＃5　群馬

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

秋がつまった炊き込みご飯
たこときのこの炊き込みご飯 など

エンジョイ あすたむ！
秋の行楽イベント情報PART2

18 19 20 21 22 23 24
令和 2年度 藍住町
金婚・ダイヤモンド婚

記念品贈呈式
とれたて新鮮アグリプロ

Anto Farm：グリーンアスパラ お花ダイスキ！
10月はハロウィン！

令和 2年度 藍住町
金婚・ダイヤモンド婚

記念品贈呈式 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

とれたて新鮮アグリプロ
Anto Farm：グリーンアスパラ お花ダイスキ！

10月はハロウィン！令和 2年度

板野町敬老会
農林水産総合技術支援
センターから最新情報
「かんきつテラス徳島」開設紹介

令和 2年度

板野町敬老会
農林水産総合技術支援
センターから最新情報
「かんきつテラス徳島」開設紹介

25 26 27 28 29 30 31

テレビミュージアム
書道企画展

館蔵の名品
徳島県立文学書道館

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
きのこたっぷりレシピ

きのこたっぷりストロガノフ 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
書道企画展

館蔵の名品
徳島県立文学書道館

全国の CATV 制作番組
今月のオススメ

とんと昔があったげな
～ふるさとおもしろ話～

第 1～ 3 話
山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
きのこたっぷりレシピ

きのこたっぷりストロガノフ 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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★録画★令和 2 年第 3 回藍住町議会定例会　
　※藍住町のみ放送
　　10月 5 日（月）～ 12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 3 回板野町議会定例会　
　※板野町のみ放送
　　10月 5 日（月）～ 8 日（木）　
　　　　　8：00 ～・16：30 ～・21：00 ～（1 日 3 回）

●令和 2 年度徳島県活き活きシニア放送講座
10月 5 日（月）・ 6 日（火）　県政報告
10月 7 日（水）・ 8 日（木）　蜂須賀茂韶と近代の蜂須賀家
10月12日（月）・13日（火）　徳島の魅力再発見
10月14日（水）・15日（木）　誰でもできる作曲の手引き
　【開始時間】 11：00 ～（1 日 1 回）
10月26日（月）・28日（水）　四国88か所巡礼の旅　前半
　【開始時間】 11：00 ～　16：30 ～（1 日 2 回）

●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「アウルハウス」
　日曜日 12：00 ～　　火・金曜日 19：00 ～　
　　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のおすすめ番組
月～木曜日　 9 ：33 ～
　　　　　　17：33 ～
　　　　　　22：03 ～
金～日曜日　 9 ：33 ～
　　　　　　22：03 ～
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