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〈好評放送中〉
NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生
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
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NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第3集
第 7回～第 9回

※再放送 8月 6日（土）14：00

エンジョイ あすたむ！
夏休みイベント情報

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！

NHK大河ドラマ
篤姫
第 22 回
将軍の秘密

※再放送 8 月 7 日（日）14：00

AIタウン情報
町の話題を紹介 エンジョイ あすたむ！

夏休みイベント情報

GO！GO！ヴォルティス
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特殊詐欺の手口を知ろう
●さゆりーず
「還付金がもらえますの巻」
●徳島板野警察署
「ストップ特殊詐欺」

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第4集
第10回～第12回

※再放送 8月13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！

特殊詐欺の手口を知ろう
●さゆりーず
「還付金がもらえますの巻」
●徳島板野警察署
「ストップ特殊詐欺」

NHK大河ドラマ
篤姫
第 23 回
器くらべ

※再放送 8 月14日（日）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

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

食欲アップ ピリ辛レシピ
ピリ辛スタミナ豚丼 など
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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
動くおもちゃを作ろう

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第5集
第13回～第15回

※再放送 8月20日（土）14：00

高校生のための
ｅｉｇａ wｏｒｌｄｃｕｐ 2021

受賞作品

「きみの一部とわたしの全部」
成城学園高等学校メディアアート部制作

「開けてはいけない。」
鎌倉学園高等学校映画研究同好会制作

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
動くおもちゃを作ろう

NHK大河ドラマ
篤姫
第 24 回

許すまじ、篤姫
※再放送 8 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

高校生のための
ｅｉｇａ wｏｒｌｄｃｕｐ 2021

受賞作品

「きみの一部とわたしの全部」
成城学園高等学校メディアアート部制作

「開けてはいけない。」
鎌倉学園高等学校映画研究同好会制作

21 22 23 24 25 26 27
全国のＣＡTV制作番組

今月のオススメ
長岡花火応援特別番組

花火解説編
～これぞ、長岡花火だ！～

エヌ・シィ・ティ制作（新潟県）

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第6集
第16回～第18回

※再放送 8月27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 

全国のＣＡTV制作番組
今月のオススメ

長岡花火応援特別番組
花火解説編

～これぞ、長岡花火だ！～
エヌ・シィ・ティ制作（新潟県）

NHK大河ドラマ
篤姫
第 25 回
母の愛憎

※再放送 8 月28日（日）14：00

AIタウン情報
町の話題を紹介
ヴォルティスＬＯVＥ
MF23 玄 理吾選手

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

皮ごとスダチ
牛肉と小松菜のすだち醤油 など

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

刈払機の安全作業について 

28 29 30 31 〈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

テレビミュージアム
なりきりミュージアム
#アートコスプレフェス 2022
かぶって はまって 名画の達人！

＠大塚国際美術館

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第7集
第19回～第21回

※再放送 9月 3日（土）14：00

お花ダイスキ！
失敗しない観葉植物の育て方

テレビミュージアム
なりきりミュージアム
#アートコスプレフェス 2022
かぶって はまって 名画の達人！

＠大塚国際美術館

●【けーぶる12で放送】 2022徳島市阿波おどり
　　　8 月12日（金）　18：00～19：30　再放送23：00～
　　　8 月13日（土）　18：00～19：30　再放送23：00～
　　　8 月14日（日）　18：00～19：30　再放送23：00～
　　　8 月15日（月）　18：00～22：00　再放送23：00～
　　　　南内町演舞場を中心に、藍場浜演舞場、移動中継先などから生中継
　　　放送チャンネル　けーぶる12（121ch）
　　　　※新型コロナウイルス感染拡大により、放送中止の場合があります

●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
　「窮地のヒトラー：進撃の連合軍2」
　　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・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「サルファー・スプリングスの秘密」
　　日曜日 12：00　火・金曜日 19：00
　ディズニージュニア　「バンピリーナとバンパイアかぞく」
　　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

▪ 2022（令和4）年8月


