
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 ～
●前週火曜日放送分
　　土曜日 18：30 ～
●前週土曜日放送分
　　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 ～
　　　　17：30 ～
 日曜日 　8：30 ～

1 2 3 4
北海道・東北コンテンツの祭典

第 2 回「しばれるアワード」受賞作品
函館図鑑

旧戸井線を訪ねて
ニューメディア 函館センター制作

（北海道）

AIタウン情報
8 月の出来事をまとめて紹介

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第22回

龍という女
※再放送 9 月 5 日（日） 14：00～

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

file13
板野暢心道場・出逢いの家カナン

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
5 6 7 8 9 10 11

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！

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第6集
第16回～第18回

※再放送 9 月11日（土）14：00～

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
濃厚バナナ

カラメルバナナヨーグルト など

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！

AIタウン情報
町の話題を紹介

ヴォルティスＬＯVＥ
FW30　鈴木輪太朗イブラヒーム選手

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第23回

池田屋に走れ
※再放送 9 月12日（日） 14：00～

北海道・東北コンテンツの祭典
第 2 回「しばれるアワード」受賞作品
拝見出羽テレビんだず！

ニューメディア 米沢センター制作
（山形県）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
テキスタイルデザイン

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第7集
第19回～第21回

※再放送 9 月18日（土）14：00～

エンジョイ あすたむ！
秋の行楽シーズンイベント情報

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
テキスタイルデザイン

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24回
愛の蛍

※再放送 9 月19日（日） 14：00～

エンジョイ あすたむ！
秋の行楽シーズンイベント情報

19 20 21 22 23 24 25
女優・歌手 秋本奈緒美が

全国の水がきれいなところを巡る旅番組
秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

＃13 茨城

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第8集
第22回～第24回

※再放送 9 月25日（土）14：00～

とれたて新鮮アグリプロ
new_farm_style：青ネギ

女優・歌手 秋本奈緒美が
全国の水がきれいなところを巡る旅番組
秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

＃13 茨城

AIタウン情報
町の話題を紹介

特集：手話をやってみよう

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第25回

寺田屋の母
※再放送 9 月26日（日） 14：00～

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
甘み際立つ梨レシピ

蒸し鶏と梨の塩ダレサラダ など
農林水産総合技術支援
センターから最新情報

藍に関する研究について

26 27 28 29 30 旅チャンネル提供番組
京都よろづ観光帖
日曜日18：00 ～

多くの人を魅了している京都の
いろいろ、“よろづ（万）のこと”
を 4 つのコーナーでご紹介します
※ 専門チャンネル視聴用チューナー・

STB577ch で放送中

〈体操の時間〉
●いきいき百歳体操
●阿波踊り体操vol.3

日～土曜日　 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

テレビミュージアム
徳島県立博物館

常設展リニューアル
徳島まるづかみ

“いのち”と“とき”のモノ語り

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第9集
第25回～第27回

※再放送10月 2 日（土）14：00～

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

file14
藍住まちゼミ

テレビミュージアム
徳島県立博物館

常設展リニューアル
徳島まるづかみ

“いのち”と“とき”のモノ語り

お花ダイスキ！
家庭菜園のすすめ

秋野菜の準備 vol.2
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15話

〈好評放送中〉
NHK連続テレビ小説
カーネーション
毎週月曜日放送

世界的に活躍するデザイナー・コシノ
三姉妹の母親・小篠綾子をモデルに
ミシンひとつで人生を切り開いてい
くヒロイン・糸子の奮闘ぶりを描く

〈好評放送中〉
NHK大河ドラマ
龍馬伝

毎週金曜日放送
「日本人が最も愛するヒーロー」のひと
り坂本龍馬　その33年の生涯を龍馬
と同じ土佐に生まれた三菱財閥の創始
者・岩崎弥太郎の回想を通して描く

●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「マーベル スパイダーマン」
　　月・木曜日　19:00～　土曜日　8:30～
　ディズニージュニア「トッツ とべ！ あかちゃん おとどけたい」
　　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
　「タイ王国　大自然に生きる　食料を求めて」
　　月曜日　11:30～　火曜日　21:00～　水曜日　16:30～
　「探求！キング・ソロモンの秘宝」
　　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

●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～
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