
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

※放送開始時間を変更する場合があります

〈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

1 2 3 4

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 大河ドラマ
篤姫
第 48 回
無血開城

※再放送2月5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！

5 6 7 8 9 10 11

令和 5 年
板野町二十歳のつどい

※再放送
2 月11日（土）・12日（日）16：30

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 30 集
第88回～第90回

※再放送2月11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！

令和 5 年
板野町二十歳のつどい

※再放送
2月11日（土）・12日（日）16：30

NHK 大河ドラマ
篤姫
第 49 回

明治前夜の再会
※再放送2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

選手インタビュー

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

栄養満点 甘酒
鶏もも肉の甘酒照り焼き など

GO！GO！ヴォルティス

12 13 14 15 16 17 18

令和 5 年
藍住町二十歳のつどい

※再放送
2 月18日（土）・19日（日）16：30

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 31 集
第91回～第93回

※再放送2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 2
お春とぽん爺のむかしむかしのお話し

「たいこと子ぎつね」
「かちかち山」

山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

令和 5 年
藍住町二十歳のつどい

※再放送
2 （土）・ （日）16：30

NHK 大河ドラマ
篤姫
最終回
一本の道

※再放送2月19日（日）1４：00

令和 4 年度
とくしま防災生涯学習講座

第3回
「災害ボランティア入門」

講師：災害リスク評価研究所 代表
松島 康生さん

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

「さるかに合戦」
「あみだ寺のびく尼」

山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

19 20 21 22 23 24 25

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
和紙で小物作り

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 32 集
第94回～第96回

※再放送2月25日（土）1４：00

お花ダイスキ！
みかんの育て方 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
和紙で小物作り

〈新番組〉
NHK 大河ドラマ

天地人
第 1回

五歳の家臣
※再放送2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
藍住町地域おこし協力隊

5期生 1年の活動を終えて

かんたんレシピで
気軽に作ろう！

大活躍！
万能調味料「塩麹」

塩麹鶏がゆ など

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

徳島スギ2×4工法部材の開発

26 27 28 〈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

〈2月16日最終回〉
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

〈新番組〉
NHK 大河ドラマ 天地人（全 47 回）
2月 23日から毎週木曜日放送

戦国の世、謀略と裏切りが繰り返された時代にあって
兜に愛の一文字を掲げ義と仁愛の精神を貫いた武将がいた
上杉謙信に寵愛され、景勝の重臣となりながらも、豊臣秀吉
徳川家康らを魅了し、また最も恐れられた男、その名は

     「直江兼続」 知将・直江兼続の波乱の生涯を描く物語

令和 4 年度
藍住町・板野町小学校
紙芝居制作発表会
児童が考え描いた紙芝居を披露

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 33 集
第97回～第99回

※再放送3月４日（土）1４：00

エンジョイ あすたむ！
あすたむ春休みイベント情報

●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
 「特選！カー・SOS 思い出の名車2 究極の英国製スポーツカー」
  月曜日 11：30 火曜日 21：00 水曜日 18：30
 「プレデターの極秘生活！ マル秘！陸上の駆け引き」
  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

●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「ビッグシティ・グリーン」
  日曜日 12：00 火曜日 19：00 木曜日 17：00
 ディズニージュニア 「アリスとふしぎのくにのベーカリー」
  月曜日 19：00 水曜日 17：00 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

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

●令和４年度徳島県活き活きシニア放送講座
   2月7日（火）11：30 8 日（水）11：30 21：00
   「日本の名城を歩く－平城・平山城・山城－」前半 
   2月1４日（火）11：30 15日（水）11：30 21：00
   「日本の名城を歩く－平城・平山城・山城－」後半
   2月21日（火）11：30 22日（水）11：30 21：00
   「ADL（日常生活動作）能力を低下させないために」前半
   2月28日（火）11：30 3月 1 日（水）11：30 21：00
   「ADL（日常生活動作）能力を低下させないために」後半

▪ 2023（令和5）年2月

中野靖子
タイプライターテキスト
月18日 

中野靖子
タイプライターテキスト
19日 


