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〈アンコール放送〉
令和３年

藍住町成人式
※再放送 5 月 7 日（土）16：30

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第40集
第118回～第120回

※再放送 5 月 7 日（土）14：00

〈アンコール放送〉
令和３年

板野町成人式
※再放送 5 月 7 日（土）18：30

〈アンコール放送〉
令和 4年

藍住町成人式
※再放送 5 月 8 日（日）16：30

NHK大河ドラマ
篤姫
第 9回
篤姫誕生

※再放送 5 月 8 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！

〈アンコール放送〉
令和4 年

板野町成人式
※再放送 5 月 8 日（日）18：30

8 9 10 11 12 13 14

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連続テレビ小説
カーネーション

第41集
第121回～第123回

※再放送 5 月14日（土）14：00

とれたて新鮮アグリプロ
湯浅農園：ハウスすだち

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
篤姫
第 10 回

御台所への決心
※再放送 5 月15日（日）14：00

AIタウン情報
町の話題を紹介
ヴォルティスＬＯVＥ
DF13 新井直人選手

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
さば缶で大満足ご飯

さば缶そぼろ丼 など
農林水産総合技術支援
センターから最新情報
ミニトマト栽培におけるスマート農業技術について GO！GO！ヴォルティス

15 16 17 18 19 20 21

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
水彩色鉛筆アート

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第42集
第124回～第126回

※再放送 5 月21日（土）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 22 話「若返りの水」
第 23 話「鶴女房」

山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

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
水彩色鉛筆アート

NHK大河ドラマ
篤姫
第 11 回
七夕の再会

※再放送 5 月22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

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 22 話「若返りの水」
第 23 話「鶴女房」

山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

22 23 24 25 26 27 28

お花ダイスキ！
鉢花のお手入れ

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第43集
第127回～第129回

※再放送 5 月28日（土）14：00

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！
鉢花のお手入れ

NHK大河ドラマ
篤姫
第 12 回
さらば桜島

※再放送 5 月29日（日）14：00

AIタウン情報
町の話題を紹介
これが聞き対話

お遍路さんに聞く

 エンジョイ あすたむ！
初夏のあすたむイベント情報

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

食が進む 絹ごし豆腐
煮豆腐の辛子あん など

29 30 31   ●Olá! マウリシオ TV　
  キッズステーション提供番組

　月～日曜日　11：00
　火・木曜日　17：00

　ブラジルの国民的漫画家マウリシオ
　・デ・ソウザとキッズステーションが
　手掛ける教育エンターテイメント番組！
　※専門チャンネル視聴用チューナー・

STB542ch で放送中

   ●京都よろづ観光帖
　旅チャンネル提供番組

　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

〈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

篤姫
毎週木曜日放送

「明治維新」という未曾有の大変革に
向け薩摩藩島津家の分家の娘から
徳川１３代将軍・家定の御台所となり
江戸城無血開城に大きな役割を果たした
篤姫の波瀾万丈の一代記

全国のＣＡTV制作番組
今月のオススメ

てけてけおじゃマップ
「函館カレー店巡り」
ニューメディア函館センター制作

（北海道）

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第44集
第130回～第132回

※再放送 6 月 4 日（土）14：00

全国のＣＡTV制作番組
今月のオススメ

時を越え続く祈り
大分の宝 磨崖仏

大分ケーブルテレコム制作（大分県）

〈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

※放送開始時間と一部内容を変更する場合があります

〈再放送〉
AIタウン情報
（金曜日放送分）
 金曜日　11：30
　　　　14：00
　　　　21：00
 土曜日　11：30
　　　　17：30
 日曜日 　8：30

●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
　　   「UFO と宇宙人 ： エリア 51 機密解除」
　   月曜日 11：30　火曜日 21：00　水曜日 16：30
　　   「スゴ腕どうぶつドクター 8」
　   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・ＳTＢ 559ch で放送中

●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」
　　日曜日 12：00　火・金曜日 19：00
　ディズニージュニア　「かいけつ！チーム・チキン」
　　月・木曜日 19：00　土曜日 8：30
　※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
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