
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 　8：30 ～

体操の時間
●いきいき百歳体操
●阿波踊り体操vol.3
    日～金曜日  7：30 ～
    月～木曜日 14：00 ～
    火 ・ 水曜日 18：00 ～
    日曜日     13：30 ～
※曜日・時間帯によって放送内容が変わります

●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「ミリタリー・モーターズ シーズン5」
　　1 日（土）、15 日（土）、29日（土）　21：00 ～
　アニマルプラネット「ワイルド！フランク：ライバル対決 2」
　　8 日（土）、22日（土）　21：00 ～
　※専門チャンネル視聴用チューナー・STBで放送中
　　ディスカバリーチャンネル 556ch　アニマルプラネット 536ch

1

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

file10 道の駅「いたの」
施設情報　第一弾

2 3 4 5 6 7 8
伝説のプロレスラーが

長野に集結！
「無茶フェス2020」

前編
音楽・プロレス・食を楽しむイベント

「長野元気復活総力祭」

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！

第2回
わろてな！狂言会
出演：河野佑紀　ほか
演目「しびり」「棒縛」
藍住町総合文化ホール

伝説のプロレスラーが
長野に集結！

「無茶フェス2020」
後編

音楽・プロレス・食を楽しむイベント
「長野元気復活総力祭」

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

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第５回
黒船と剣

※再放送 5 月 9 日（日） 1４：00 ～

第2回
わろてな！狂言会
出演：河野佑紀　ほか
演目「しびり」「棒縛」
藍住町総合文化ホール

9 10 11 12 13 14 15

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
色鉛筆アート

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
やわらか！あまーい
春キャベツ

春キャベツとコーンのサラダ など

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

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
色鉛筆アート

AIタウン情報
町の話題を紹介

ヴォルティスＬＯVＥ
MF15　岸本武流選手

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第6回

松陰はどこだ？
※再放送 5月16 日（日） 1４：00～

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GO！GO！ヴォルティス

16 17 18 19 20 21 22

お花ダイスキ！
ミニバラで初夏のガーデニング

とれたて新鮮アグリプロ
戸田農園：ニンジン エンジョイ あすたむ！

初夏のあすたむイベント情報
お花ダイスキ！

ミニバラで初夏のガーデニング

全国のCATV 制作番組
今月のオススメ

なまはげ柴灯まつり
ダイジェスト

秋田ケーブルテレビ制作
（秋田県）

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第7回

遥かなるヌーヨーカ
※再放送 5 月 23 日（日） 1４：00 ～

エンジョイ あすたむ！
初夏のあすたむイベント情報農林水産総合技術支援

センターから最新情報
なると金時の輸出拡大に向けた

高温キュアリング処理の品質保持効果

23 24 25 26 27 28 29

テレビミュージアム
徳島歴史玉手箱
新収蔵資料展

徳島市立徳島城博物館

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
お手軽！美味い！
さば水煮缶

さばときゅうりの甘酢かけ など

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

file11 道の駅「いたの」
施設情報　第二弾

テレビミュージアム
徳島歴史玉手箱
新収蔵資料展

徳島市立徳島城博物館

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
道の駅いたの そらいろ

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第8回
弥太郎の涙

※再放送 5 月 30 日（日） 1４：00 ～

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

file11 道の駅「いたの」
施設情報　第二弾

30 31 ●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　「ビッグシティ・グリーン」
　　月・木曜日 19：00 ～　土曜日 8：30 ～
　ディズニージュニア　「バンピリーナとバンパイアかぞく」
　　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

●ナショナル ジオグラフィック
　おすすめ番組１話分を放送
　「レスキュー！衝撃の救出映像」
　　月曜日 11：30 ～　火曜日 21：00 ～　水曜日 16：30 ～
　「解明！ベスビオ火山大噴火の悲劇」
　　月曜日 16：30 ～　水曜日 11：30 ～　木曜日 21：00 ～
　※専門チャンネル視聴用チューナー・STB559ch で放送中

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10・11・12話
山陰ケーブルビジョン制作

（島根県）

全国のCATV制作番組
今月のオススメ

エリア内の様々な山を登る
Net3ワンゲル部
「牛岳」

滑川中新川地区広域情報事務組合制作
（富山県）

〈注目番組〉
第2回

わろてな！狂言会
藍住町出身の狂言師・河野佑紀さん出演の
大人から子供まで楽しめる狂言会です

４日(火）・8日(土)に放送

▪ 2021（令和3）年5月


