
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

〈新番組〉
NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

7 月 18 日から毎週月曜日放送
昭和 20 年、 焼け野原と化した東京・
蒲田で奇跡の経済成長を支えていく
名もなき人々に寄り添って地域医療に
生きようとする梅子のひたむきで
にぎやかな日々を描く

〈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

1 2

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！

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

3 4 5 6 7 8 9
令和4年度

板野西幼稚園・西小学校
スポーツ大会

※再放送
7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49集
第145回～第147回

※再放送 7月 9日（土）14：00

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

令和4年度
板野西幼稚園・西小学校

スポーツ大会
※再放送

7月 9日（土）・10日（日）16：30 ～

NHK大河ドラマ
篤姫
第 18 回
斉彬の密命

※再放送 7 月10日（日）14：00

AIタウン情報
町の話題を紹介
ヴォルティスＬＯVＥ

MF10 渡井理己選手（予定）

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

GO！GO！ヴォルティス

10 11 12 13 14 15 16
令和4年度

板野南幼稚園・南小学校
運動会
※再放送

7月16日（土）・17日（日）16：30 ～

〈最終回〉
NHK連続テレビ小説
カーネーション

第50集
第148回～第151回

※再放送 7月16日（土）14：00

とれたて新鮮アグリプロ
柳田農園：パッションフルーツ

令和4年度
板野南幼稚園・南小学校

運動会
※再放送

7 月16日（土）・17日（日）16：30 ～

NHK大河ドラマ
篤姫
第 19 回
大奥入城

※再放送 7 月17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

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
みょうがで食欲アップ

わかめとみょうがの酢の物 など

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

夏肥施用による
スダチの緑色維持の技術について

17 18 19 20 21 22 23

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
シャボン玉アート

〈新番組〉
NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第1集
第 1回～第 3回

※再放送 7月23日（土）14：00

第 62 回
徳島県高校総合体育大会

相撲
個人戦

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
シャボン玉アート

NHK大河ドラマ
篤姫
第 20 回
婚礼の夜

※再放送 7 月24日（日）14：00

AIタウン情報
町の話題を紹介
これが聞き対話

板野町 川上ヤスヱさん（89）に
元気の秘訣を聞く

第 62 回
徳島県高校総合体育大会

相撲
個人戦

24 25 26 27 28 29 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2
お春とぽん爺のむかしむかしのお話し

「きき耳ずきん」
「ごはんの木」

山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第2集
第 4回～第 6回

※再放送 7月30日（土）14：00

第 62 回
徳島県高校総合体育大会

アーチェリー
男女個人戦予選ラウンド

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2
お春とぽん爺のむかしむかしのお話し

「きき耳ずきん」
「ごはんの木」

山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

NHK大河ドラマ
篤姫
第 21 回
妻の戦

※再放送 7 月31日（日）14：00

お花ダイスキ！
熱帯果樹の魅力 vol.2

～アボカド・マンゴー～

第 62 回
徳島県高校総合体育大会

アーチェリー
男女個人戦予選ラウンド

31 ★録画★令和4年第2回藍住町議会定例会
 ※藍住町のみ放送
　 7月11日（月）～15日（金）
　　　8：00　16：30　21：00（1日3回）

★録画★令和4年第2回板野町議会定例会
 ※板野町のみ放送
　  7月11日（月）
　　　8：00　16：30　21：00（1日3回）

●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
　「シーザーが説く！あなたと犬の快適ライフ」
　　月曜日 11：30　火曜日 21：00　水曜日 16：30
　「特選！カー・SOS 思い出の名車」
　　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

●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「ダックテイルズ」
　　日曜日 12：00　火・金曜日 19：00
　ディズニージュニア　「パグ・パグ・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

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
トウガラシを食べる
ピーマンの塩きんぴら など

▪ 2022（令和4）年7月


