
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
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）・5日（日）16：30

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 35 回

薩長同盟ぜよ
※再放送 12月 5 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！

5 6 7 8 9 10 11
令和 3年度

藍住西小学校
スポーツフェスティバル

2・4・5年生
※再放送

12月11日（土）16：30

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第19集
第55回～第57回

※再放送 12月11日（土）14：00

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

＃14 岩手

令和 3年度
藍住西小学校

スポーツフェスティバル
1・3・6年生

※再放送
12月12日（日）16：30

AIタウン情報
町の話題を紹介

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 36 回
寺田屋騒動

※再放送 12月12日（日） 14：00

秋本奈緒美が行く
日本名水巡りの旅

＃14 岩手

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
冬のごちそうシチュー

手羽元とさつまいものクリームシチュー など
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
クリスマスツリーの
ランプシェード

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第20集
第58回～第60回

※再放送 12 月18日（土）14：00

エンジョイ あすたむ！
新春イベント情報

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
クリスマスツリーの
ランプシェード

令和 3 年度
とくしま防災生涯学習講座

第2回
「自然災害と損害保険」

講師：三井住友海上火災保険株式会社
徳島支店 業務課長 江原 美香さん

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 37 回
龍馬の妻

※再放送 12月19日（日） 14：00

エンジョイ あすたむ！
新春イベント情報

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

19 20 21 22 23 24 25

テレビミュージアム
徳島木のおもちゃ美術館
自然・伝統・文化を活かした

体験型美術館

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第21集
第61回～第63回

※再放送 12 月25日（土）14：00

とれたて新鮮アグリプロ
一水産：牡蠣

テレビミュージアム
徳島木のおもちゃ美術館
自然・伝統・文化を活かした

体験型美術館

AIタウン情報
町の話題を紹介

ヴォルティスＬＯVＥ
2021シーズンを終えて

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 38 回
霧島の誓い

※再放送 12月26日（日） 14：00

お花ダイスキ！
ジャガイモの育て方

準備は？ 人気品種は？

農林水産総合技術支援
センターから最新情報
黒毛和種県有種雄牛造成の取り組み

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
おもてなしのエビレシピ

えびの利休煮 など

26 27 28 29 30 31 1/1

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

最終回
2021年をプレイバック

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第22集
第64回～第66回

※再放送 1 月 1 日（土）14：00

全国の CATV 制作番組
今月のオススメ

明るい未来へ
カムカムエヴリバディ
～高梁市津川町の偉人・平川唯一～

吉備ケーブルテレビ制作
（岡山県）

まち探索するけん
町の魅力＆グルメなどを探索

最終回
2021年をプレイバック

町の話題でこの1 年を振り返る
年間AIタウン情報

2021

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 39 回
馬関の奇跡

※再放送 1 月 2 日（日） 14：00

町長の年頭挨拶
藍住町のみ：藍住町長
板野町のみ：板野町長
※再放送はありません

映画情報番組シネマ☆クロス
●令和 3 年度徳島県活き活きシニア放送講座
　12月 7 日（火）・ 8 日（水）・ 9 日（木）
　　「戦国大名のおもてなし」前半
　12月14日（火）・15日（水）・16日（木）
　　「戦国大名のおもてなし」後半
　12月28日（火）・29日（水）・30日（木）
　　「俳句入門」 前半
　【開始時間】　火 ・ 木曜日 11：30　水曜日 18：30

●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
　「ドナルド劇場：ミッキーマウス！クリスマス・スペシャル」
　　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

●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
　「気高きインドのワイルドキャット 大型ネコ科の王国」
　　月曜日 11:30　火曜日　21:00　水曜日 16:30
　「密着！空港警察：南アメリカ 抵抗する容疑者たち」
　　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

〈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」
様々な角度から人気ののりものを紹介！
「Olá! マウリシオ TV」
子どもたちの国際感覚を養うための

教育エンターテイメント番組
月～日曜日　11：00
火・木曜日　17：00

▪ 2021（令和3）年12月


