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●特別番組　　　　　デビュー50周年
　とどけ！心の歌　八代亜紀 Anniversary Live

スペシャルゲスト　松崎しげる
　芸能生活 50 周年を迎えた今年、図らずも世界を包んだ暗雲により、
　全国各地での記念ステージを断念した八代亜紀さん
　そんな今だからこそ、ファンとの触れあいを大事にする彼女が、
　無観客での長時間ライブを決意しました

　　　12月29日(火) 20：30～ 12月31日(木) 16：00～

1 2 3 4 5

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！

板野中学校講演会
「習慣の作り方・夢の描き方」

株式会社 原田教育研究所
代表取締役社長 原田隆史さん

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

あいともぶらぶら
cooking
～5ぶら～

「白い野菜」をテーマに藍住町を歩きます

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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藍住北小学校
学年合同体育授業 エンジョイ あすたむ！

クリスマス・新春イベント情報

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
MF10  渡井理己選手

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

エンジョイ あすたむ！
クリスマス・新春イベント情報前編

1・2・3・4 年生
※再放送 12日（土）16：30

後編
5・6 年生

※再放送 13日（日）16：30 GO！GO！ヴォルティス

13 14 15 16 17 18 19

藍住北幼稚園
運動会ごっこ

※再放送 19日（土）・20日（日）16：30

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
干支のダンボールアート

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

体の中からほっこり煮物
大根と鶏手羽の煮物 など

令和 2 年度
おうちで学ぶ「防災講座」

第 1 回
「避難所の衛生管理」
講師：四国ビルメン株式会社
代表取締役　長池良文さん

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

体の中からほっこり煮物
大根と鶏手羽の煮物 など

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
干支のダンボールアート
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板野西幼稚園・西小学校
スポーツ大会

※再放送 26日（土）・27日（日）16：30

秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

＃7 石川

とれたて新鮮アグリプロ
（有）グリナリー腕山：白菜

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 6・7 話
山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

とれたて新鮮アグリプロ
（有）グリナリー腕山：白菜

秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

＃7 石川

お花ダイスキ！
ハボタンの迎春コンテナ

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

カキ品種「太豊」について

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

カキ品種「太豊」について

お花ダイスキ！
ハボタンの迎春コンテナ

27 28 29 30 31 ●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～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　21：00 ～
　土曜日　 8 ：00 ～

板野南小学校
スポーツ集会 テレビミュージアム

徳島県立博物館
2021年常設展リニューアル

独占プレビュー

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
大満足の一人鍋

ひとりはりはり鍋 など

町の話題でこの 1 年を振り返る
年間AIタウン情報

2020前編
金管クラブ・1・2・3 年生

※再放送 1 月 2 日（土）16：30

後編
4・5・6 年生

※再放送 1 月 3 日（日）16：30

〈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 ・ 月曜日放送分
　　土 ・ 日曜日　16：30 ～
●水 ・ 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 ～
※放送開始時間を変更する場合があります

〈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 ～

●ディズニー・チャンネル / ディズニージュニア
　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　「ダックテイルズ」
　日曜日 12：00 ～　　火・金曜日 19：00 ～
　　ディズニージュニア　「ドックのおもちゃびょういん」
　　　　※ディズニージュニアは、2021 年 2 月 1 日から
　　　　　専門チャンネル視聴用チューナー・STBで放送開始

●令和 2 年度徳島県活き活きシニア放送講座
　　　「いつまでも元気でいきいきと」
           12月 8 日（火）・ 9 日（水）前半
           12月15日（火）・16日（水） 後半
　　　「南海トラフ地震と中央構造線断層帯の地震」
           12月29日（火）・30日（水）前半
           1 月 5 日（火）・ 6 日（水） 後半
             【開始時間】 11：00 ～ 16：30 ～
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