
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
（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

1 2 3 4
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大河ドラマ
篤姫
第 13 回

江戸の母君
※再放送 6 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！

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）

5 6 7 8 9 10 11

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45集
第133回～第135回

※再放送 6月11日（土）1４：00

とれたて新鮮アグリプロ
MKファーム：ハウストマト

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 14 回
父の願い

※再放送 6 月12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！

ぷりっぷりのいかレシピ
いかの生姜焼き など

農林水産総合技術支援
センターから最新情報
ブロッコリー黒すす病の防除対策について 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
石ころアート

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第46集
第136回～第138回

※再放送 6月18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
～むかしむかしのお話し～

「西川津のカワコ」
「ももたろう」

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
石ころアート

NHK大河ドラマ
篤姫
第 15 回
姫、出陣

※再放送 6 月19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
～むかしむかしのお話し～

「西川津のカワコ」
「ももたろう」

山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

19 20 21 22 23 24 25

 お花ダイスキ！
熱帯果樹の魅力！

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第47集
第139回～第141回

※再放送 6月25日（土）1４：00

エンジョイ あすたむ！
梅雨のあすたむイベント情報

 お花ダイスキ！
熱帯果樹の魅力！

NHK大河ドラマ
篤姫
第 16 回

波乱の花見
※再放送 6 月26日（日）1４：00

AIタウン情報
町の話題を紹介
これが聞き対話

 エンジョイ あすたむ！
梅雨のあすたむイベント情報

成年年齢引き下げで
何が変わる！？
～18 歳からの生活～

成年年齢引き下げで
何が変わる！？
～18 歳からの生活～

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
さっぱり 梅＆しそレシピ

梅しそとろろご飯 など

26 27 28 29 30 〈いよいよラスト！〉
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

テレビミュージアム
日本遺産

「藍のふるさと 阿波」探訪
第 3回

藍の生産地と集散地

NHK連続テレビ小説
カーネーション

第48集
第142回～第144回

※再放送 7月 2日（土）1４：00

高校生のための
ｅｉｇａ wｏｒｌｄｃｕｐ 2021

受賞作品

今日も明日も負け犬。
福岡県立筑紫丘高等学校

映画今日も明日も負け犬。製作委員会

テレビミュージアム
日本遺産

「藍のふるさと 阿波」探訪
第 3回

藍の生産地と集散地

NHK大河ドラマ
篤姫
第 17 回

予期せぬ縁組み
※再放送 7 月 3 日（日）1４：00

●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
      「ペンギン・ライフ」
        月曜日 11：30 火曜日 21：00 水曜日 16：30
      「甦る！エジプトに眠る財宝 特別版 古代エジプトの貴族」
        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「アウルハウス」
          日曜日 12：00 火・金曜日 19：00
   ディズニージュニア「ミッキーマウス ミックス・アドベンチャー」
          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

●「ミュージック・ジャパンＴＶ」「寄席チャンネル」
               111chで好評放送中！
 ミュージック・ジャパンＴＶ
   Ｊ－ＰＯＰ・アニメソング・ヒットランキングなど
   子どもからファミリー層まで楽しめる音楽番組
 寄席チャンネル
   落語・漫才など笑いの演目を集めた専門番組
      ※放送時間帯はＥＰＧ（電子番組表）でご覧ください

●京都よろづ観光帖
 旅チャンネル期限限定提供番組
          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・
    ＳＴＢ 577ch で放送中

▪ 2022（令和4）年6月


