
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 ～

●令和 3 年度徳島県活き活きシニア放送講座
　10月12日（火）・13日（水）・14日（木）
　　「開講あいさつ・県政報告」
　10月19日（火）・20日（水）・21日（木）
　　「三好長慶と阿波について」
　10月26日（火）・27日（水）・28日（木）
　　「阿波の文化財を地球科学から観る」前半
　【開始時間】火・木曜日 11：30 ～　水曜日 18：30 ～

1 2

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 26 回
西郷吉之助

※再放送 10月 3 日（日） 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

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
3 4 5 6 7 8 9

令和 3年度
藍住中学校 文化祭より

吹奏楽部による演奏
※再放送

10月9日（土）・10日（日）16：30 ～

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第10集
第28回～第30回

※再放送 10 月9日（土）14：00 ～

令和3年度
板野中学校 文化祭

another study
教室では見られない景色を

※再放送
10月16日（土）・17日（日）18：00 ～

令和 3年度
藍住中学校 文化祭より

吹奏楽部による演奏
※再放送

10月9日（土）・10日（日）16：30 ～

AIタウン情報
町の話題を紹介

ヴォルティスＬＯVＥ
GK29　松澤香輝選手

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 27 回

龍馬の大芝居
※再放送 10月10日（日） 14：00 ～

令和3年度
板野中学校 文化祭

another study
教室では見られない景色を

※再放送
10月16日（土）・17日（日）18：00 ～

映画情報番組
シネマ☆クロス

映画情報番組
シネマ☆クロス GO！GO！ヴォルティス

10 11 12 13 14 15 16

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
ハロウィーンラッピング

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第11集
第31回～第33回

※再放送 10 月16日（土）14：00 ～

とれたて新鮮アグリプロ
野田農園：ニンジン 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

ハロウィーンラッピング

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 28 回
武市の夢

※再放送 10月17日（日） 14：00 ～

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16話

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

貝毒検査最前線

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
秋の炊き込みご飯

豚バラと甘栗の炊き込みご飯 など

17 18 19 20 21 22 23
令和 3年度 藍住町

金婚・ダイヤモンド婚
記念品贈呈式

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第12集
第34回～第36回

※再放送 10 月23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

PART2

令和 3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
町の話題を紹介

「まるっと！とくしま」グルメ情報より
　ろくキッチン（製菓・パン）

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 29 回

新天地、長崎
※再放送 10月24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

PART2お花ダイスキ！
家庭菜園のススメ

実りの秋 果樹を育ててみよう！

お花ダイスキ！
家庭菜園のススメ

実りの秋 果樹を育ててみよう！

24 25 26 27 28 29 30
令和 3年度

藍住南幼稚園
うんどうかいごっこ

※再放送
10月30日（土）・31日（日）16：30 ～

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第13集
第37回～第39回

※再放送 10 月30日（土）14：00 ～

テレビミュージアム
山下菊二の手法
イメージを誘発する
徳島県立近代美術館

令和 3年度
藍住南幼稚園

うんどうかいごっこ
※再放送

10月30日（土）・31日（日）16：30 ～

令和 3 年度
とくしま防災生涯学習講座

第１回
「気候変動×防災

～気象災害に備える～」
講師：徳島地方気象台 調査官

　　　　　　藤野 継夫さん　

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 30 回
龍馬の秘策

※再放送 10月31日（日） 14：00 ～

テレビミュージアム
山下菊二の手法
イメージを誘発する
徳島県立近代美術館

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
とろけるチーズレシピ

月見しいたけのチーズ焼き など

31 ★録画★令和3年第3回藍住町議会定例会
　※藍住町のみ放送
　 　　10 月 4 日（月）～ 11日（月）　※土・日曜日は除く
　　　　　　8：00 ～・16：30 ～・21：00 ～（1 日 3 回）

★録画★令和3年第3回板野町議会定例会 
　※板野町のみ放送
   　　10 月 4 日（月）～ 8 日（金）
　　　　　　8：00 ～・16：30 ～・21：00 ～（1 日 3 回）

●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　「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
　「アメリカ刑務所潜入！ 獄中内部事情 刑務所の入り口」
　　月曜日 11：30 ～　火曜日 21：00 ～　水曜日 16：30 ～
　「キングダム・オブ・ホワイトウルフ 探求」
　　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
第 38 回

飛騨高山手筒花火
飛騨高山ケーブルネットワーク制作

（岐阜県）

▪ 2021（令和3）年10月


