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町長の年頭挨拶
藍住町のみ：藍住町長
板野町のみ：板野町長

※再放送はありません

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 25 集
第73回～第75回

※再放送1月7日（土）14：00

勝瑞1522フェスティバルより
●わろてな！狂言クラブ発表
●狂言「柿山伏」「附子」

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 44 回

龍馬死すとも
※再放送1月8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

勝瑞1522フェスティバルより
●わろてな！狂言クラブ発表
●狂言「柿山伏」「附子」

映画情報番組シネマ☆クロス

8 9 10 11 12 13 14
第18回

あいずみ文化祭
舞台発表 前編

出演団体
文化箏あんさんぶる「藍の会」

絃翠琵琶の会
藍住町教育講座 フラダンスチーム

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 26 集
第76回～第78回

※再放送1月14日（土）14：00

第18回
あいずみ文化祭

作品展示
主催 藍住町文化協会

第18回
あいずみ文化祭
舞台発表 後編

出演団体
藍住町吟剣詩舞愛好会

藍住町婦人会
プメハナ

藍住町芸能人クラブ「一番星」

NHK 大河ドラマ
篤姫
第 45 回
母からの文

※再放送1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
FW39 西野太陽選手

＆
MF37 浜下瑛選手

かんたんレシピで
気軽に作ろう！
お味噌であったまろ

焼き白菜と鶏肉の味噌トマト煮 など
GO！GO！ヴォルティス

15 16 17 18 19 20 21

災害伝承10年プロジェクト
in 藍住中学校

「教訓は知ること・伝えること」
講師：岩手県陸前高田市

武藏野 美和さん

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 27 集
第79回～第81回

※再放送1月21日（土）14：00

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

イチゴ送風受粉技術の開発

災害伝承10年プロジェクト
in 藍住中学校

「教訓は知ること・伝えること」
講師：岩手県陸前高田市

武藏野 美和さん

NHK 大河ドラマ
篤姫
第 46 回
慶喜救出

※再放送1月22日（日）14：00

令和 4 年度
とくしま防災生涯学習講座

第2回
「被災体験から学ぶ

～自分の命は、自分で守る～」
講師：福島県いわき語り部の会 会長

大谷 慶一さん

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

22 23 24 25 26 27 28

第30回
商工藍 Love フェスティバル

第１部
獅子舞

児童生徒コンサート＆ダンス

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 28 集
第82回～第84回

※再放送1月28日（土）14：00

第30回
商工藍 Love フェスティバル

第2部
創作エイサー
オカリナ演奏

クラシックバレエ
和太鼓 

第30回
商工藍 Love フェスティバル

第3部
保育士ヒーロー ブレイク

ヒーローショー

NHK 大河ドラマ
篤姫
第 47 回
大奥の使者

※再放送1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
道の駅いたの アマチュア無線クラブ

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

みかんのおやつ
みかんあめ など

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〉
　　　　●日曜日放送分
　　　　　　　　土曜日　16：30
　　　　●水曜日放送分
　　　　　　　　日曜日　16：30
　　　　●火曜日放送分
　　　　　　　　土曜日　18：30
　　　　●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

〈大詰め間近！〉
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
所蔵作品展

徳島のコレクション
▽高崎剛がいたパリ
▽徳島ゆかりの美術
徳島県立近代美術館

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 29 集
第85回～第87回

※再放送2月4日（土）14：00

お花ダイスキ！
お庭やベランダに樹木を

Vol.2 管理方法編 

★録画★令和４年第４回藍住町議会定例会
 ※藍住町のみ放送
  1月16日（月）～19日（木）
   8：00 16：30 21：00（1日3回）
★録画★令和４年第４回板野町議会定例会
 ※板野町のみ放送
  1月16日（月）～19日（木）
   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
 「ようこそ！クリッター・フィクサー動物病院へ」
  月曜日 11：30 火曜日 21：00 水曜日 18：30
 「ツタンカーメン：奇跡の発掘」
  月曜日 16：30 木曜日 11：30 21：00
    ※専門チャンネル視聴用チューナー・STB559ch で放送中

●令和４年度徳島県活き活きシニア放送講座
   1月3日（火）11：30 4 日（水）11：30 21：00
   「健康寿命を延ばす運動」後半 
   1月10日（火）11：30 11日（水）11：30 21：00
   「地域・家族から考える防災」前半
   1月24日（火）11：30 25日（水）11：30 21：00
   「地域・家族から考える防災」後半

〈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

▪ 2023（令和5）年1月


