
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
　　●火曜日放送分
　　　　　　土曜日　18：30
　　●土曜日放送分
　　　　　　日曜日　18：30

〈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

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 大河ドラマ
天地人
第 2 回

泣き虫 与六
※再放送3月5日（日）1４：00

スペースシャワーTV

ミュージックビデオ
セレクション

専門チャンネル視聴用チューナー・
STB562chで放送中

エンジョイ あすたむ！
あすたむ春休みイベント情報

映画情報番組シネマ☆クロス

5 6 7 8 9 10 11
三好長慶生誕500年記念イベント

【記念講演】

茶の湯の戦国時代
利休、三好長慶生誕500年に寄せて
武者小路千家家元後嗣 千宗屋さん

【デモンストレーション】
戦国の茶会風景の再現

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 34 集
第100回～第102回

※再放送3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！

三好長慶生誕500年記念イベント
【記念講演】

茶の湯の戦国時代
利休、三好長慶生誕500年に寄せて
武者小路千家家元後嗣 千宗屋さん

【デモンストレーション】
戦国の茶会風景の再現

NHK 大河ドラマ
天地人
第 3 回

殿の初恋
※再放送3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！
春を先取り 菜の花
菜の花のアボカド和え など

GO！GO！ヴォルティス

12 13 14 15 16 17 18

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
料理レシピイラスト

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 35 集
第103回～第105回

※再放送3月18日（土）1４：00

農林水産総合技術支援
センターから最新情報

徳島県の赤潮について

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
料理レシピイラスト

NHK 大河ドラマ
天地人
第 4 回

年上の女
※再放送3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

「鼻そげ権兵衛」
「日本一のへこきじい」

山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

19 20 21 22 23 24 25
〈全4回アンコール放送〉
テレビミュージアム

日本遺産
「藍のふるさと 阿波」探訪

第1回 日本一になった阿波藍

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 36 集
第106回～第108回

※再放送3月25日（土）1４：00

第４8回日本ケーブルテレビ大賞
番組アワード 受賞作品

不思議なカエルに
魅せられて

1cm の登山者たち
ケーブルステーション福岡制作（福岡県）

〈全4回アンコール放送〉
テレビミュージアム

日本遺産
「藍のふるさと 阿波」探訪

第1回 日本一になった阿波藍

NHK 大河ドラマ
天地人
第 5 回

信長は鬼か
※再放送3月26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！
愛されいちごスイーツ

いちご大福 など

26 27 28 29 30 31 4/1
令和 4 年度

藍住中学校
卒業証書授与式

※再放送
４月1日（土）・2日（日）16：30

NHK連続テレビ小説
梅ちゃん先生

第 37 集
第109回～第111回

※再放送４月1日（土）1４：00

令和 4 年度
板野中学校

卒業証書授与式
※再放送

４月1日（土）・2日（日）18：00

令和 4 年度
藍住中学校

卒業証書授与式
※再放送

４月1日（土）・2日（日）16：30

NHK 大河ドラマ
天地人
第 6 回

いざ、初陣
※再放送４月2日（日）1４：00

お花ダイスキ！
春のお花を楽しもう！ 2023 

令和 4 年度
板野中学校

卒業証書授与式
※再放送

４月1日（土）・2日（日）18：00

●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
 「プレデター・ランド クルーガー国立公園のライオン」
  月曜日 11：30 火曜日 21：00 水曜日 18：30
 「仰天！運び屋 vs取締屋 in 全米エアポート 3」
  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「ゴースト & モリー」
  日曜日 12：00 火曜日 19：00 木曜日 17：00
 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

〈好評放送中〉
NHK 大河ドラマ 天地人（全 47 回）

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

〈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3月


