
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

〈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

1 2 3

NHK大河ドラマ
篤姫
第 26 回
嵐の建白書

※再放送 9 月 4 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

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！

4 5 6 7 8 9 10

全国のＣＡTV制作番組
今月のオススメ

2022年
秋田竿燈まつり

秋田ケーブルテレビ制作（秋田県）

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第8集
第22回～第24回

※再放送 9月10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！

全国のＣＡTV制作番組
今月のオススメ

2022年
秋田竿燈まつり

秋田ケーブルテレビ制作（秋田県）

NHK大河ドラマ
篤姫
第 27 回
徳川の妻

※再放送 9 月11日（日）14：00

全国のＣＡTV制作番組
今月のオススメ

第40回
全日本トライアスロン

皆生大会
中海テレビ放送制作（鳥取県）

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
煮る以外にも大活躍！

高野豆腐
高野豆腐の鶏そぼろあん など

11 12 13 14 15 16 17

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
観察スケッチ

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第9集
第25回～第27回

※再放送 9月17日（土）14：00

子育て応援番組

わくわく育児
離乳食（完了期）・幼児食 編

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
観察スケッチ

NHK大河ドラマ
篤姫
第 28 回

ふたつの遺言
※再放送 9 月18日（日）14：00

AIタウン情報
町の話題を紹介
ヴォルティスＬＯVＥ
MF19 長谷川雄志選手

子育て応援番組

わくわく育児
離乳食（完了期）・幼児食 編

GO！GO！ヴォルティス

18 19 20 21 22 23 24

エンジョイ あすたむ！
秋の行楽シーズンイベント情報

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第10集
第28回～第30回

※再放送 9月24日（土）14：00

とれたて新鮮アグリプロ
斎藤農園：レンコン エンジョイ あすたむ！

秋の行楽シーズンイベント情報

NHK大河ドラマ
篤姫
第 29 回
天璋院篤姫

※再放送 9 月25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！
コク深い甘みとうま味！

はちみつレシピ
手羽元のハニーマスタードグリル など

農林水産総合技術支援
センターから最新情報
乳牛の夏の繁殖成績向上に関する研究

25 26 27 28 29 30 旅チャンネル提供番組
京都よろづ観光帖

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

テレビミュージアム
徳島市立徳島城博物館　特別展

「阿波藍商の〈たからもの〉」
鑑賞ガイド

展示作品から選りすぐりを解説

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第11集
第31回～第33回

※再放送10月 1 日（土）14：00

お花ダイスキ！
秋野菜の準備2022 vol.1　

テレビミュージアム
徳島市立徳島城博物館　特別展

「阿波藍商の〈たからもの〉」
鑑賞ガイド

展示作品から選りすぐりを解説

NHK大河ドラマ
篤姫
第 30 回
将軍の母

※再放送10月 2 日（日）14：00

AIタウン情報
町の話題を紹介

これが聞き対話
パークゴルフの魅力

●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
　「Dr.K エキゾチック動物専門医」
　　月曜日 11：30　火曜日 21：00　水曜日 16：30
　「検証！古代建造物の謎」
　　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「ベイマックス ザ・シリーズ」
　　日曜日 12：00　火・金曜日 19：00
　ディズニージュニア　「トッツ とべ！あかちゃん おとどけたい」
　　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

〈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

●ディスカバリーチャンネル/ アニマルプラネット
　おすすめ番組１話分を放送
　「名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シーズン 14
　  1973年式サーブ・96」
　　9月 3日（土）・17 日 （土） 21：00
　「猫ヘルパー シーズン 8～猫のしつけ 教えます～
　　Ep.4 困った店ねこ」
　　9月10日（土）・24 日 （土） 21：00
　※専門チャンネル視聴用チューナー・STBで放送中
　　ディスカバリーチャンネル 556ch　アニマルプラネット 536ch

▪ 2022（令和4）年9月


