
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
〈好評放送中〉

キッズステーション提供番組
ゴーゴー！

のりものタウン
月～日曜日　11：00
火・木曜日　17：00

のりもののことなら何でもおまかせ！
様々な角度から人気ののりものを紹介！

1 2 3 4 5 6

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第 14 集
第40回～第42回

※再放送11月 6 日（土）14：00

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！

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）

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

NHK 大河ドラマ
龍馬伝

第 31 回
西郷はまだか

※再放送 11月 7 日（日） 14：00

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！

7 8 9 10 11 12 13
文化財の保存と活用を考える
～藍住町文化財保存活用地域計画

策定に向けて～
「文化財保存活用
地域計画の意義」

講師：文化遺産マネジメントラボ代表
米本 潔さん

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第 15 集
第43回～第45回

※再放送 11 月13日（土）14：00

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
ウェルカムボード作り

文化財の保存と活用を考える
～藍住町文化財保存活用地域計画

策定に向けて～
「藍住町の文化財を

保存・活用する」
講師：藍住町文化財保護審議会会長

四国大学教授
須藤 茂樹さん

AIタウン情報
町の話題を紹介

ヴォルティスＬＯVＥ
MF32　大森 博選手

NHK 大河ドラマ
龍馬伝

第 32 回
狙われた龍馬

※再放送 11月14日（日） 14：00

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
ウェルカムボード作り
かんたんレシピで
気軽に作ろう！

うまみたっぷりかまぼこレシピ
かまぼこのみぞれ和え など

GO！GO！ヴォルティス

14 15 16 17 18 19 20
令和 3 年度

藍住南小学校
体育集会

1・2・3 年生
※再放送

11月20日（土）16：30

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第 16 集
第46回～第48回

※再放送 11 月20日（土）14：00

とれたて新鮮アグリプロ
大西農園：カリフラワー

令和 3 年度
藍住南小学校

体育集会
4・5・6 年生

※再放送
11月21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 33 回
亀山社中の大仕事

※再放送 11月21日（日） 14：00

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

農林水産総合技術支援
センターから最新情報
徳島かんきつアカデミーについて

21 22 23 24 25 26 27
令和 3 年度

板野東幼稚園
みんなのうんどうかい

※再放送
11月27日（土）16：30

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第 17 集
第49回～第51回

※再放送 11 月27日（土）14：00

エンジョイ あすたむ！
クリスマスイベント2021情報

令和 3 年度
板野東幼稚園

みんなのうんどうかい
※再放送

11月28日（日）16：30

AIタウン情報
町の話題を紹介

特集：板野町“さゆりーず”
寸劇で還付金詐欺の手口を紹介

NHK 大河ドラマ
龍馬伝

第 34 回
侍、長次郎

※再放送 11月28日（日） 14：00

エンジョイ あすたむ！
クリスマスイベント2021情報

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

七変化する食感 長芋レシピ
長芋の炊き合わせ など

28 29 30 12/1 〈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
藍住西幼稚園

ミニミニうんどうかい
※再放送

12月4日（土）16：30

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第 18 集
第52回～第54回

※再放送 12 月4日（土）14：00

お花ダイスキ！
家庭菜園のすすめ

果樹を育ててみよう！落葉果樹編

令和 3 年度
藍住西幼稚園

ミニミニうんどうかい
※再放送

12月5日（日）16：30

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17話

★生中継★
●藍住町町長選挙 開票速報
　11月21日（日）20：45　藍住町のみ放送
　※無投票当選の場合は開票速報はありません
　※中継時間に該当する通常番組は休止します

●令和 3 年度徳島県活き活きシニア放送講座
　11月 2 日（火）・ 3 日（水）・ 4 日（木）
　　「阿波の文化財を地球科学から観る」 後半
　11月16日（火）・17日（水）・18日（木）
　　「笑いは心の深呼吸」 前半
　11月23日（火）・24日（水）・25日（木）
　　「笑いは心の深呼吸」 後半
　【開始時間】　火 ・ 木曜日 11：30　水曜日 18：30

●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
　「動物園のヒミツ 走れ ! チーター」
　　月曜日 11：30　火曜日　21：00　水曜日 16：30
　「D-Day：知られざる英雄たち」
　　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

〈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

▪ 2021（令和3）年11月


