
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
●ディスカバリーチャンネル/
　アニマルプラネット
　毎月1番組を放送
　ディスカバリーチャンネル
　　「NASA超常ファイル」　
　　6日（土）、20日（土）　21:00～
　アニマルプラネット
　　「テキサス獣医 奮戦記」
　　13日（土）、27日（土）　21:00～ 

1 2 3 4 5 6

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！

テレビミュージアム
徳島のコレクション

特集 山下菊二101歳！
徳島県立近代美術館

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！

7 8 9 10 11 12 13

秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

＃10 神奈川
　　　　＃11 山梨　

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

歯ごたえバツグン 生わかめ
さわらとわかめのさっと煮 など

徳島県立総合教育センター
まなびの丘フェスティバルより

まなびの丘コンサート
展示

秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

＃10 神奈川
　　　　＃11 山梨　

AIタウン情報
町の話題を紹介

ヴォルティスＬＯVＥ
FW19　垣田裕暉選手

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

歯ごたえバツグン 生わかめ
さわらとわかめのさっと煮 など

徳島県立総合教育センター
まなびの丘フェスティバルより

まなびの丘コンサート
展示

GO！GO！ヴォルティス

14 15 16 17 18 19 20
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
ワイヤーアート

とれたて新鮮アグリプロ
近藤農園：イチゴ エンジョイ あすたむ！

春休み！あすたむイベント情報 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
ワイヤーアート

令和 2 年度
おうちで学ぶ「防災講座」

第 2 回
「南海トラフ巨大地震から
 自分と家族の命を守るために」

講師：高荷智也さん

とれたて新鮮アグリプロ
近藤農園：イチゴ エンジョイ あすたむ！

春休み！あすたむイベント情報 PART2農林水産総合技術支援
センターから最新情報

漁業調査船とくしまの役割

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

漁業調査船とくしまの役割
お花ダイスキ！

春のコンテナ vol.1
お花ダイスキ！

春のコンテナ vol.1

21 22 23 24 25 26 27

テレビミュージアム
史料に見る自然災害Ⅰ

―絵図と古文書に見る阿波の水害―
徳島県立文書館

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
春のごちそうご飯

鯛の桜おこわ など

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

file9 振り返り

テレビミュージアム
史料に見る自然災害Ⅰ
―絵図と古文書に見る阿波の水害―

徳島県立文書館

AIタウン情報
町の話題を紹介

まるっと！とくしまグルメ情報より
‘QUON チョコレート 徳島店’

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
春のごちそうご飯

鯛の桜おこわ など

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

file9 振り返り

28 29 30 31 4/1 2 3
令和 2 年度

板野中学校
卒業証書授与式

※再放送
4 月3日（土）・4日（日）　16:00 ～

令和 2 年度

板野東小学校
卒業証書授与式

※再放送
4 月3日（土）・4日（日）　17:00 ～

令和 2 年度

板野東幼稚園
修了証書授与式

※再放送
4 月3日（土）・4日（日）　18:00 ～

令和 2 年度

板野中学校
卒業証書授与式

※再放送
4 月3日（土）・4日（日）　16:00 ～

令和 2 年度

板野東小学校
卒業証書授与式

※再放送
4 月3日（土）・4日（日）　17:00 ～

令和 2 年度

板野東幼稚園
修了証書授与式

※再放送
4 月3日（土）・4日（日）　18:00 ～

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年度徳島県活き活きシニア放送講座
　　　「徳島の礎を築いた蜂須賀三代の軌跡」 後半
　　　　　　　　講師 : とくしま学博士　郡 利明さん
　　　　　　　　　3 月 2 日（火）・ 3 日（水）
　　　「愛こそすべて ～令和時代、何を残し何を託すか～」
　　　　　　　講師：俳優・武道家　藤岡 弘、さん
　　　　　　　　　3 月11日（木）・15日（月）
　　　　　【開始時間】　11:00 ～　16:30 ～

●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
　ディズニー・チャンネル　「アウルハウス」
　　月・木曜日 19:00 ～　土曜日 8:30 ～
　ディズニージュニア　「おしゃれにナンシー・クランシー」
　　日曜日 12:00 ～　火・金曜日 19:00 ～
　※専門チャンネル視聴用チューナー・STB で放送中
　　ディズニー・チャンネル 539ch　ディズニージュニア 504ch

〈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 ～
※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 ～
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