
0:00 0:00 0:00

6:00 6:00 6:00

6:30 6:30 6:30

7:00 7:00 7:00

7:30 7:30 7:30

8:00 8:00 8:00

8:30 8:30 8:30

9:00 9:00 9:00

9:30 9:30 9:30

10:00 10:00 10:00

10:30 10:30 10:30

11:00 11:00 11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 15:00 15:00

15:30 15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

16:30 16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

17:30 17:30 17:30

18:00 18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

23:00 23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

0:00 0:00 0:00

6月番組表

文字放送

情報まるしぇ みるでるで

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（５月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

おはなしのじかん

文字放送

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

我ら海遊人
～瀬戸内青物～

ショップチャンネル ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
げんきなうたごえ
～不動保育所～
令和４年１月放送

文字放送

文字放送

徳島市ＮＯＷ

県政アンテナテレビ

情報まるしぇ みるでるで

ショップチャンネル

令和４年度国府祭（体育の部）
文字放送

お天気アイ

ショップチャンネル

THE　リクエスト
コンニチワ一宮小学校

～ 避難訓練 ～
令和３年７月放送

行ってみ四い国
～さめうら湖を五感で体感～

我ら海遊人
～瀬戸内青物～

ショップチャンネル ショップチャンネル

ショップチャンネル ショップチャンネル

金・土

県政アンテナテレビ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

行ってみ四い国
～さめうら湖を五感で体感～

我ら海遊人
～瀬戸内青物～

文字放送

文字放送

文字放送

12 13・14

日 月・火
日時

5 6・7
日時

8・9 10・11

水・木日 月・火

THE　リクエスト
げんきなうたごえ
～不動保育所～
令和４年１月放送

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
コンニチワ一宮小学校

～ 避難訓練 ～
令和３年７月放送

ショップチャンネル

行ってみ四い国
～さめうら湖を五感で体感～

我ら海遊人
～瀬戸内青物～

情報まるしぇ みるでるで

ショップチャンネル ショップチャンネルショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

情報まるしぇ みるでるで

県政アンテナテレビ

文字放送 文字放送 文字放送文字放送 文字放送文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

令和４年度国府祭（体育の部）

令和４年度国府祭（体育の部）

阿波踊り体操／旬感！あわだより

シネマ☆クロス

情報まるしぇ みるでるで

文字放送

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（５月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

行ってみ四い国
～さめうら湖を五感で体感～

我ら海遊人
～瀬戸内青物～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

行ってみ四い国
～さめうら湖を五感で体感～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

徳島県中学校総体
中部ブロック大会に向けて

徳島県中学校総体
中部ブロック大会に向けて

シネマ☆クロス

お天気アイ

お花ダイスキ！

情報まるしぇ みるでるで

シネマ☆クロス

お天気アイ

文字放送

令和４年度国府祭（体育の部）

行ってみ四い国
～さめうら湖を五感で体感～

我ら海遊人
～瀬戸内青物～

お天気アイ

令和４年度国府祭（体育の部）

文字放送

文字放送

1・2 3・4

水・木 金・土

ショップチャンネル ショップチャンネル

県政アンテナテレビ

農業支援センターだより
 「令和４年度徳島農業支援センターの取組について」

文字放送 文字放送

テレビミュージアム

文字放送

資源環境研究課から最新情報
「ブロッコリーの黒すす病の防除対策について」

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

文字放送

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

徳島市ＮＯＷ

テレビミュージアム

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

テレビミュージアム

文字放送

テレビミュージアム

文字放送

農業支援センターだより
 「令和４年度徳島農業支援センターの取組について」

農業支援センターだより
 「令和４年度徳島農業支援センターの取組について」

資源環境研究課から最新情報
「ブロッコリーの黒すす病の防除対策について」

農業支援センターだより
 「令和４年度徳島農業支援センターの取組について」

資源環境研究課から最新情報
「ブロッコリーの黒すす病の防除対策について」

テレビミュージアム

文字放送

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

農業支援センターだより
 「令和４年度徳島農業支援センターの取組について」

資源環境研究課から最新情報
「ブロッコリーの黒すす病の防除対策について」

農業支援センターだより
 「令和４年度徳島農業支援センターの取組について」

文字放送

資源環境研究課から最新情報
「ブロッコリーの黒すす病の防除対策について」

ショップチャンネル ショップチャンネル

テレビミュージアム

行ってみ四い国
～さめうら湖を五感で体感～

徳島市ＮＯＷ

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

文字放送

シネマ☆クロス

お天気アイ

徳島県中学校総体
中部ブロック大会に向けて

徳島県中学校総体
中部ブロック大会に向けて

徳島県中学校総体
中部ブロック大会に向けて

シネマ☆クロス

徳島県中学校総体
中部ブロック大会に向けて

阿波踊り体操／旬感！あわだより

お天気アイ

シネマ☆クロス

文字放送
文字放送

令和４年度国府祭（体育の部）

徳島市ＮＯＷ

おはなしのじかん

文字放送

おはなしのじかん
文字放送

あなたらしく生きるために
～性的マイノリティと人権～

資源環境研究課から最新情報
「ブロッコリーの黒すす病の防除対策について」

テレビミュージアム

日時

徳島市ＮＯＷ

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

文字放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送
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6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

0:00 0:00

6月番組表

紗弥子の産地ゴハン

こんにちは入田幼稚園
バルーンアート

紗弥子の産地ゴハン

こんにちは入田幼稚園
バルーンアート

げんきなうたごえ
不動認定こども園　田植え

とれたて新鮮アグリプロ
～farm park ROUTE66 西洋野菜～

紗弥子の産地ゴハン

げんきなうたごえ
不動認定こども園　田植え

とれたて新鮮アグリプロ
～farm park ROUTE66 西洋野菜～

こんにちは入田幼稚園
バルーンアート

げんきなうたごえ
不動認定こども園　田植え

とれたて新鮮アグリプロ
～farm park ROUTE66 西洋野菜～

紗弥子の産地ゴハン

文字放送

げんきなうたごえ
不動認定こども園　田植え

とれたて新鮮アグリプロ
～farm park ROUTE66 西洋野菜～

紗弥子の産地ゴハン

こんにちは入田幼稚園
バルーンアート

げんきなうたごえ
不動認定こども園　田植え

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ
～farm park ROUTE66 西洋野菜～

文字放送

お花ダイスキ！

こんにちは一宮小学校
ゴーヤの植え付け

こんにちは入田幼稚園
バルーンアート

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

29・30

水・木

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

日時

文字放送文字放送

とれたて新鮮アグリプロ
～farm park ROUTE66 西洋野菜～

徳島市ＮＯＷ

県政アンテナテレビ

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

Rock Fishing

阿波踊り体操／旬感！あわだより

こんにちは入田幼稚園
バルーンアート

げんきなうたごえ
不動認定こども園　田植え

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

ショップチャンネル

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

22・23 24・25 26

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（５月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

文字放送

文字放送

日時

ショップチャンネル

20・21 27・28

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

本光寺（南岩延）周辺

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

金・土水・木月・火 日

ショップチャンネル ショップチャンネル

文字放送

上八万中学校体育祭
令和４年度

15・16 17・18 19

日

ショップチャンネル

THE　リクエスト
第１７回北中祭

令和３年９月放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

県政アンテナテレビ

文字放送

水・木

ショップチャンネル

金・土

こんにちは一宮小学校
ゴーヤの植え付け

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

上八万中学校体育祭
令和４年度

文字放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

上八万中学校体育祭
令和４年度

徳島市ＮＯＷ

文字放送

おはなしのじかん

お花ダイスキ！

Rock Fishing　 

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

我ら海遊人
～小物釣り～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

県政アンテナテレビ

文字放送

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
　平成１７年度

南井上地区成人式
平成２８年１月放送

文字放送

上八万中学校体育祭
令和４年度

文字放送

Rock Fishing

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

上八万中学校体育祭
令和４年度

徳島市ＮＯＷ

文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

本光寺（南岩延）周辺

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（４月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

エンジョイ あすたむ！

文字放送

Rock Fishing

我ら海遊人
～小物釣り～

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

おはなしのじかん

ショップチャンネル

文字放送

ショップチャンネル

Rock Fishing

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

エンジョイ あすたむ！

我ら海遊人
～小物釣り～

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

本光寺（南岩延）周辺

ショップチャンネル

THE　リクエスト
　平成１７年度

南井上地区成人式
平成２８年１月放送

ショップチャンネル

県政アンテナテレビ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

THE　リクエスト
第１７回北中祭

令和３年９月放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

本光寺（南岩延）周辺

北井上地区運動会

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

本光寺（南岩延）周辺

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

上八万中学校体育祭
令和４年度

Rock Fishing　 

こんにちは一宮小学校
ゴーヤの植え付け

月・火

ショップチャンネル

Rock Fishing

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

エンジョイ あすたむ！

Rock Fishing

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

エンジョイ あすたむ！

我ら海遊人
～小物釣り～

Rock Fishing　 

お花ダイスキ！

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

文字放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送
文字放送

徳島市ＮＯＷ

Rock Fishing　 

文字放送

徳島市ＮＯＷ

Rock Fishing　 

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

本光寺（南岩延）周辺

文字放送

こんにちは一宮小学校
ゴーヤの植え付け

Rock Fishing　 

こんにちは一宮小学校
ゴーヤの植え付け

北井上地区運動会
文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

お花ダイスキ！

文字放送

文字放送

北井上地区運動会

北井上地区運動会

文字放送

北井上地区運動会

お花ダイスキ！

こんにちは一宮小学校
ゴーヤの植え付け

北井上地区運動会

お花ダイスキ！

文字放送

我ら海遊人
～小物釣り～

文字放送

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

エンジョイ あすたむ！

エンジョイ あすたむ！

おはなしのじかん

阿波踊り体操／旬感！あわだより

紗弥子の産地ゴハン

文字放送

文字放送

おはなしのじかん

文字放送

我ら海遊人
～小物釣り～

文字放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送

文字放送

おはなしのじかん

文字放送

あなたらしく生きるために
～性的マイノリティと人権～



0:00 0:00

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00 おはなしのじかん

18:30 阿波踊り体操／旬感！あわだより 18:30 阿波踊り体操／旬感！あわだより

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 文字放送 20:00 文字放送

20:30 徳島市ＮＯＷ 20:30 徳島市ＮＯＷ

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 文字放送 23:00 文字放送

23:30 23:30

0:00 0:00

５月番組表

お花ダイスキ！

文字放送

おはなしのじかん

スマイルハーモニーコンサート２０２２
国府小学校

シネマ☆クロス

文字放送

スマイルハーモニーコンサート２０２２
国府小学校

お花ダイスキ！

文字放送

Rock Fishing　 

Rock Fishing　 

お花ダイスキ！

文字放送

Rock Fishing　 

文字放送

Rock Fishing　 

文字放送

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

お花ダイスキ！

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

行ってみ四い国
～雲辺寺山でオソトアソビ～

文字放送

文字放送

テレビミュージアム

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

お天気アイ

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

高度技術支援課から最新情報
「ミニトマトにおけるスマート農業技術について」

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（４月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

文字放送

文字放送

徳島市ＮＯＷ

シネマ☆クロス

スマイルハーモニーコンサート２０２２
国府小学校

シネマ☆クロス

スマイルハーモニーコンサート２０２２
国府小学校

2022
四国アイランドリーグplus

中継

高知ファイティングドッグス
vs

徳島インディゴソックス

高知球場

17:45放送開始
※雨天中止

県政アンテナテレビ

お天気アイ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

お天気アイ

文字放送

南井上チャリティーショー
＜Ⅰ部＞

南井上公民館
1990年4月27日放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

2022
四国アイランドリーグplus

中継

愛媛マンダリンパイレーツ
vs

徳島インディゴソックス
坊ちゃんスタジアム

17:45放送開始
※雨天中止

お花ダイスキ！

Rock Fishing　 

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん：小原里菜ちゃん

（国府町日開）～

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

高度技術支援課から最新情報
「ミニトマトにおけるスマート農業技術について」

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより県政アンテナテレビ

文字放送 文字放送 文字放送文字放送

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（４月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

行ってみ四い国
～雲辺寺山でオソトアソビ～

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　前編

ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

THE　リクエスト
町の話題

平成４年１１月３０日・３１日放送

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
令和元年度　うんどうかい

～しらうめ幼稚園～
令和元１１月１３日放送

お天気アイ

ショップチャンネル

文字放送

行ってみ四い国
～雲辺寺山でオソトアソビ～

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　前編

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

高度技術支援課から最新情報
「ミニトマトにおけるスマート農業技術について」

日 月・火

南井上チャリティーショー
＜Ⅰ部＞

南井上公民館
1990年4月27日放送

県政アンテナテレビ

文字放送

1 2・3
日時

4・5 6・7

水・木 水・木

ショップチャンネル

金・土

11・12 13・14 15

日

ショップチャンネル

8 9・10

ショップチャンネル ショップチャンネル

日 月・火
日時

ショップチャンネル ショップチャンネル

金・土

県政アンテナテレビ

お天気アイ

シネマ☆クロス

スマイルハーモニーコンサート２０２２
国府小学校

シネマ☆クロス

阿波踊り体操／旬感！あわだより

テレビミュージアム

ショップチャンネル

THE　リクエスト
令和元年度　うんどうかい

～しらうめ幼稚園～
令和元１１月１３日放送

文字放送

スマイルハーモニーコンサート２０２２
国府小学校

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん：小原里菜ちゃん

（国府町日開）～

行ってみ四い国
～雲辺寺山でオソトアソビ～

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　前編

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

文字放送

文字放送

お花ダイスキ！

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん：小原里菜ちゃん（国府町日開）～

徳島市ＮＯＷ

ショップチャンネル

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん：小原里菜ちゃん（国府町日開）～

Rock Fishing　 
文字放送

ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル

文字放送

文字放送

ショップチャンネル ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

ショップチャンネル

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（４月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

高度技術支援課から最新情報
「ミニトマトにおけるスマート農業技術について」

テレビミュージアム

ショップチャンネル

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

文字放送

シネマ☆クロス

文字放送
文字放送

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　前編

テレビミュージアム

文字放送

文字放送

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
町の話題

平成４年１１月３０日・３１日放送

高度技術支援課から最新情報
「ミニトマトにおけるスマート農業技術について」

文字放送

県政アンテナテレビ

文字放送

高度技術支援課から最新情報
「ミニトマトにおけるスマート農業技術について」

おはなしのじかん

文字放送

県政アンテナテレビ

文字放送

文字放送

お天気アイ

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん：小原里菜ちゃん（国府町日開）～

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

徳島市ＮＯＷ

文字放送

テレビミュージアム

文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん：小原里菜ちゃん（国府町日開）～

文字放送

文字放送

文字放送テレビミュージアム文字放送

文字放送

文字放送

四国コンテンツ映像フェスタ2021
講演会・上映審査会・表彰式

行ってみ四い国
～雲辺寺山でオソトアソビ～

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　前編

文字放送

文字放送

文字放送



0:00 0:00 0:00

6:00 6:00 6:00

6:30 6:30 6:30

7:00 7:00 7:00

7:30 7:30 7:30

8:00 8:00 8:00

8:30 8:30 8:30

9:00 9:00 9:00

9:30 9:30 9:30

10:00 10:00 10:00

10:30 10:30 10:30

11:00 11:00 11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 13:00 13:00

13:30 文字放送 13:30 13:30

14:00 徳島市ＮＯＷ 14:00 14:00

14:30 文字放送 14:30 14:30

15:00 15:00 15:00

15:30 15:30 15:30

16:00 文字放送 16:00 16:00

16:30 徳島市ＮＯＷ 16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

17:30 17:30 17:30

18:00 18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

23:00 23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

0:00 0:00 0:00

保育所からコンニチワ
南井上保育所「園内あそび」

紗弥子の産地ゴハン

文字放送

５月番組表

エンジョイ あすたむ！

紗弥子の産地ゴハン

文字放送

プリンスリーグ四国

徳島市立高校
vs

徳島ヴォルティスユース

保育所からコンニチワ
南井上保育所「園内あそび」

保育所からコンニチワ
南井上保育所「園内あそび」

文字放送

紗弥子の産地ゴハン

エンジョイ あすたむ！

紗弥子の産地ゴハン

保育所からコンニチワ
南井上保育所「園内あそび」

文字放送

文字放送

保育所からコンニチワ
南井上保育所「園内あそび」

保育所からコンニチワ
南井上保育所「園内あそび」

エンジョイ あすたむ！

紗弥子の産地ゴハン

こんにちは国府小学校
 田植え

文字放送

文字放送

文字放送

Rock Fishing

徳島市ＮＯＷ

文字放送

THE　リクエスト
第17回南井上小年サッカー大会

2012年1月16日放送

ショップチャンネル ショップチャンネル

文字放送

県政アンテナテレビ

文字放送

エンジョイ あすたむ！

紗弥子の産地ゴハン

阿波踊り体操／旬感！あわだより

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

30・31

月・火

ショップチャンネル

エンジョイ あすたむ！

エンジョイ あすたむ！

29

THE　リクエスト
第17回南井上小年サッカー大会

2012年1月16日放送

日時

文字放送

文字放送

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（４月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

27・28

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　 入田町笠木：西福寺周辺

日

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより県政アンテナテレビ

文字放送

南井上公民館　生涯学習講座
「くらしに役立つ睡眠と健康の知恵袋」

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（４月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

文字放送

月・火

ショップチャンネル

Rock Fishing

ショップチャンネル

南井上チャリティーショー
＜Ⅱ部＞

南井上公民館
1990年4月30日放送

ショップチャンネル

文字放送

ショップチャンネル

Rock Fishing

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

こんにちは国府小学校
 田植え

文字放送

文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

徳島市ＮＯＷ

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

こんにちは国府小学校
 田植え

こんにちは国府小学校
 田植え

文字放送

徳島市ＮＯＷ

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

こんにちは国府小学校
 田植え

こんにちは国府小学校
 田植え

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

Rock Fishing

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送 文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　後編

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

とれたて新鮮アグリプロ
～MKファーム：ハウストマト～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

Rock Fishing

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送
南井上公民館　生涯学習講座

「くらしに役立つ睡眠と健康の知恵袋」

2022
四国アイランドリーグplus

中継

愛媛マンダリンパイレーツ
vs

徳島インディゴソックス

新居浜野球場

12:45放送開始
※雨天中止

文字放送

文字放送

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ
～MKファーム：ハウストマト～

ショップチャンネル

県政アンテナテレビ

文字放送

徳島市ＮＯＷ

南井上チャリティーショー
＜Ⅱ部＞

南井上公民館
1990年4月30日放送

文字放送

南井上公民館　生涯学習講座
「くらしに役立つ睡眠と健康の知恵袋」 とれたて新鮮アグリプロ

～MKファーム：ハウストマト～

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

おはなしのじかん

第16回
徳島チャリティー芸能祭

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　後編

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

文字放送

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　後編

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　後編

南井上公民館　生涯学習講座
「くらしに役立つ睡眠と健康の知恵袋」

南井上公民館　生涯学習講座
「くらしに役立つ睡眠と健康の知恵袋」

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　後編

文字放送

文字放送

金・土水・木月・火 日

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　 入田町笠木：西福寺周辺

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル ショップチャンネル

南井上公民館　生涯学習講座
「くらしに役立つ睡眠と健康の知恵袋」

文字放送

文字放送

23・24

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

文字放送

日時
16・17

文字放送

日時

文字放送文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

18・19 20・21 22

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ
～MKファーム：ハウストマト～

文字放送

我ら海遊人
～宿毛でアオリイカ＆真鯛フィッシング～　後編

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

文字放送

文字放送

25・26

水・木

ショップチャンネル

金・土

ショップチャンネル

とれたて新鮮アグリプロ
～MKファーム：ハウストマト～

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

おはなしのじかん

阿波踊り体操／旬感！あわだより

県政アンテナテレビ

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　 入田町笠木：西福寺周辺

こんにちは南井上幼稚園
 親子遠足

徳島市ＮＯＷ

徳島市ＮＯＷ

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　 入田町笠木：西福寺周辺

ショップチャンネル

こんにちは南井上幼稚園
 親子遠足

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　 入田町笠木：西福寺周辺
第16回

徳島チャリティー芸能祭 こんにちは南井上幼稚園
 親子遠足

徳島市ＮＯＷ

文字放送

徳島市ＮＯＷ

こんにちは南井上幼稚園
 親子遠足

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

第16回
徳島チャリティー芸能祭

第16回
徳島チャリティー芸能祭

阿波踊り体操／旬感！あわだより

とれたて新鮮アグリプロ
～MKファーム：ハウストマト～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

第16回
徳島チャリティー芸能祭

Rock Fishing

徳島市ＮＯＷ

おはなしのじかん

こんにちは南井上幼稚園
 親子遠足

こんにちは南井上幼稚園
 親子遠足

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　 入田町笠木：西福寺周辺

第16回
徳島チャリティー芸能祭

阿波踊り体操／旬感！あわだより



0:00 0:00 0:00

6:00 6:00 6:00

6:30 6:30 6:30

7:00 7:00 7:00

7:30 7:30 7:30

8:00 8:00 8:00

8:30 8:30 8:30

9:00 9:00 9:00

9:30 9:30 9:30

10:00 10:00 10:00

10:30 10:30 10:30

11:00 11:00 11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 15:00 15:00

15:30 15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

16:30 16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

17:30 17:30 17:30

18:00 18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

23:00 23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

0:00 0:00 0:00

４月番組表

おはなしのじかん

７５歳からの介護予防教室
徳島県後期高齢者医療特別対策

補助金事業
会場：南井上コミュニティセンター

７５歳からの介護予防教室
徳島県後期高齢者医療特別対策

補助金事業
会場：南井上コミュニティセンター

７５歳からの介護予防教室
徳島県後期高齢者医療特別対策

補助金事業
会場：南井上コミュニティセンター

文字放送

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（３月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

７５歳からの介護予防教室
徳島県後期高齢者医療特別対策

補助金事業
会場：南井上コミュニティセンター

７５歳からの介護予防教室
徳島県後期高齢者医療特別対策

補助金事業
会場：南井上コミュニティセンター

（再）徳島市介護予防高齢者大学講座

徳島市ＮＯＷ

行ってみ四い国
～瀬戸内国際芸術祭2022開幕！この春はアートを楽しもう！～

文字放送

文字放送

シネマ☆クロス

ショップチャンネル ショップチャンネル

お天気アイ

文字放送

徳島市ＮＯＷ

県政アンテナテレビ

情報まるしぇ みるでるで
THE　リクエスト

南井上チャリティーショー＜Ⅰ部＞
南井上公民館 1990年4月27日放送

文字放送

ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

文字放送

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　前編～

行ってみ四い国
～瀬戸内国際芸術祭2022開幕！この春はアートを楽しもう！～

文字放送

ショップチャンネル ショップチャンネル

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～ THE　リクエスト

情報まるしぇみるでるで
2021年10月22日23日放送

令和３年度　国府保育所　修了式

令和３年度　国府保育所　修了式

令和３年度
徳島市立国府幼稚園
保育修了証書授与式

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

情報まるしぇ みるでるで

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　前編～

徳島市ＮＯＷ

文字放送

令和３年度
徳島市立国府幼稚園
保育修了証書授与式

７５歳からの介護予防教室
徳島県後期高齢者医療特別対策

補助金事業
会場：南井上コミュニティセンター

農業支援センターだより
家族経営協定と農業女子の活動

文字放送
文字放送

四国コンテンツ映像フェスタ2021
受賞作品集

県政アンテナテレビ

徳島市ＮＯＷ

（再）徳島市介護予防高齢者大学講座

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　前編～

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　前編～

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

農業支援センターだより
家族経営協定と農業女子の活動

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

お天気アイ

情報まるしぇ みるでるで

徳島市ＮＯＷ

文字放送

農業支援センターだより
家族経営協定と農業女子の活動

第75回　卒業証書授与式
不動中学校

徳島市ＮＯＷ

農業支援センターだより
家族経営協定と農業女子の活動

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

シネマ☆クロス

文字放送

お天気アイ

文字放送 文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

10 11・12

ショップチャンネル ショップチャンネル

日 月・火
日時

ショップチャンネル ショップチャンネル

水・木

ショップチャンネル

13・141・2 3 4・5
日時

6・7 8・9

水・木 金・土金・土 日 月・火

ショップチャンネルショップチャンネル

Rock Fishing　 

情報まるしぇ みるでるで
THE　リクエスト

南井上チャリティーショー＜Ⅰ部＞
南井上公民館 1990年4月27日放送

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　前編～

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
情報まるしぇみるでるで

2021年10月22日23日放送

シネマ☆クロス

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

農業支援センターだより
家族経営協定と農業女子の活動

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより県政アンテナテレビ

文字放送 文字放送文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

阿波踊り体操／旬感！あわだより県政アンテナテレビ

文字放送

農業支援センターだより
家族経営協定と農業女子の活動

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

おはなしのじかん

文字放送

四国コンテンツ映像フェスタ2021
受賞作品集

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（３月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

文字放送

令和３年度　国府保育所　修了式

日時

文字放送

お天気アイ

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　前編～

情報まるしぇ みるでるで

シネマ☆クロス

Rock Fishing　 

シネマ☆クロス

Rock Fishing　 

Rock Fishing　 

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

令和３年度　国府保育所　修了式

第75回　卒業証書授与式
不動中学校

第75回　卒業証書授与式
不動中学校

第75回　卒業証書授与式
不動中学校

第75回　卒業証書授与式
不動中学校

シネマ☆クロス

文字放送

第75回　卒業証書授与式
不動中学校

お天気アイ

令和３年度　国府保育所　修了式

令和３年度
徳島市立国府幼稚園
保育修了証書授与式

Rock Fishing　 

文字放送

令和３年度
徳島市立国府幼稚園
保育修了証書授与式

令和３年度　国府保育所　修了式

令和３年度
徳島市立国府幼稚園
保育修了証書授与式

令和３年度
徳島市立国府幼稚園
保育修了証書授与式

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

Rock Fishing　 

こんにちは北井上小学校
学習発表会

こんにちは北井上小学校
学習発表会

こんにちは北井上小学校
学習発表会

こんにちは北井上小学校
学習発表会

こんにちは北井上小学校
学習発表会

こんにちは北井上小学校
学習発表会

お天気アイ

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより



0:00 0:00

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30 エンジョイ あすたむ！

11:00 11:00 徳島市ＮＯＷ

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30 エンジョイ あすたむ！

14:00 14:00 徳島市ＮＯＷ

14:30 14:30 文字放送

15:00 15:00

15:30 15:30 文字放送

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

0:00 0:00

４月番組表

第75回
春季四国地区

高等学校野球大会
決勝

徳島：むつみスタジアム
９：４５～試合終了まで

※雨天順延
予備日（4/30・5/1)

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（３月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

文字放送

徳島市ＮＯＷ

エンジョイ あすたむ！

情報まるしぇ みるでるで

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

おはなしのじかん

お花ダイスキ！

文字放送

第９回徳島市在宅医療市民公開講座
～知って備えよう、コロナ禍の在宅療養～

お花ダイスキ！

おはなしのじかん

阿波踊り体操／旬感！あわだより

Rock Fishing

紗弥子の産地ゴハン

エンジョイ あすたむ！

徳島市ＮＯＷ

エンジョイ あすたむ！

徳島市ＮＯＷ

文字放送

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで

ショップチャンネル

エンジョイ あすたむ！

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

27・28

水・木

ショップチャンネル

令和４年度　国府幼稚園　入園式

29・30

金・土

ショップチャンネル

情報まるしぇ みるでるで

文字放送

令和４年度入学式
南井上小学校

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

テレビミュージアム

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　建治寺（入田町）周辺とれたて新鮮アグリプロ
～湯浅農園：ハウススダチ～

徳島市ＮＯＷ

文字放送

文字放送

おはなしのじかん

第75回
春季四国地区高等学校野球大会

準決勝
徳島：むつみスタジアム
９：４５～試合終了まで

※雨天順延
予備日（4/25・4/26)

県政アンテナテレビ

令和４年度入学式
南井上小学校

農業大学校から最新情報
プロジェクト学習成果の紹介

阿波踊り体操／旬感！あわだより

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
第7回ハートフルコンサート
南井上小学校 金管バンド

2009年3月4日放送

ショップチャンネル

文字放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送

徳島市ＮＯＷ

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

文字放送

令和４年度入学式
南井上小学校

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　建治寺（入田町）周辺

紗弥子の産地ゴハン

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

日時

文字放送文字放送

令和４年度　国府幼稚園　入園式

令和４年度　国府保育所　入所式

25・26

ショップチャンネル

文字放送

ショップチャンネル

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

農業大学校から最新情報
プロジェクト学習成果の紹介

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　建治寺（入田町）周辺

令和４年度入学式
南井上小学校 とれたて新鮮アグリプロ

～湯浅農園：ハウススダチ～

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　後編～

テレビミュージアム

とれたて新鮮アグリプロ
～湯浅農園：ハウススダチ～

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　後編～

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

農業大学校から最新情報
プロジェクト学習成果の紹介

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　後編～

ショップチャンネル ショップチャンネル

文字放送

農業大学校から最新情報
プロジェクト学習成果の紹介

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

徳島市ＮＯＷ

日時

ショップチャンネル

金・土

15・16 17

日

ショップチャンネル

18・19 20・21 22・23 24

金・土水・木月・火 日

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　後編～

文字放送

THE　リクエスト
南井上チャリティーショー＜Ⅱ部＞

1990年4月30放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

農業大学校から最新情報
プロジェクト学習成果の紹介

文字放送

令和４年度入学式
南井上小学校

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（３月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

令和４年度　国府幼稚園　入園式

令和４年度　国府保育所　入所式

文字放送

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

とれたて新鮮アグリプロ
～湯浅農園：ハウススダチ～

徳島市ＮＯＷ

テレビミュージアム

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　建治寺（入田町）周辺

テレビミュージアム

文字放送

文字放送

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　後編～

令和４年度　国府幼稚園　入園式

令和４年度　国府保育所　入所式

文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　建治寺（入田町）周辺

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

　建治寺（入田町）周辺

令和４年度　国府保育所　入所式

令和４年度　国府幼稚園　入園式

令和４年度　国府保育所　入所式

文字放送

テレビミュージアム

ショップチャンネル

県政アンテナテレビ

文字放送

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
第7回ハートフルコンサート
南井上小学校 金管バンド

2009年3月4日放送

令和４年度　国府保育所　入所式

文字放送

令和４年度　国府幼稚園　入園式

文字放送

令和４年度入学式
北井上中学校

農業大学校から最新情報
プロジェクト学習成果の紹介

THE　リクエスト
南井上チャリティーショー＜Ⅱ部＞

1990年4月30放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

令和４年度入学式
北井上中学校

とれたて新鮮アグリプロ
～湯浅農園：ハウススダチ～

我ら海遊人
～冬の瀬戸内フィッシング　後編～

とれたて新鮮アグリプロ
～湯浅農園：ハウススダチ～

文字放送

徳島市ＮＯＷ

県政アンテナテレビ

令和４年度入学式
北井上中学校

文字放送

おはなしのじかん

文字放送

徳島市ＮＯＷ

令和４年度入学式
北井上中学校

令和４年度入学式
北井上中学校

文字放送

令和４年度入学式
北井上中学校

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送 文字放送

令和４年度入学式
南井上小学校

県政アンテナテレビ

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

月・火

ショップチャンネル

Rock Fishing

紗弥子の産地ゴハン

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

お花ダイスキ！

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

Rock Fishing

お花ダイスキ！

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

Rock Fishingテレビミュージアム

紗弥子の産地ゴハン

紗弥子の産地ゴハン

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

ショップチャンネル

Rock Fishing

紗弥子の産地ゴハン

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

お花ダイスキ！

情報まるしぇ みるでるで

文字放送

情報まるしぇ みるでるで

情報まるしぇ みるでるで

文字放送

文字放送

お花ダイスキ！

第９回徳島市在宅医療市民公開講座
～知って備えよう、コロナ禍の在宅療養～

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

Rock Fishing



0:00 0:00

2:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

0:00 0:00

３月番組表

コスモス絵画コンクール
北井上中学校

文字放送

テレビミュージアム

コスモス絵画コンクール
北井上中学校

テレビミュージアム

コスモス絵画コンクール
北井上中学校

テレビミュージアム

情報まるしぇ みるでるで
家飲みレシピ

 げんきなうたごえ：一宮保育所～園内あそび～

文字放送

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

コスモス絵画コンクール
北井上中学校

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

我ら海遊人
～アカムツジギング 前編～

我ら海遊人
～アカムツジギング 前編～

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「佐藤律くん（国府町和田）」

お天気アイ

行ってみ四い国
～ノーベル賞万歳！ジビエで乾杯！～

コスモス絵画コンクール
北井上中学校

テレビミュージアム

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

エンジョイ あすたむ！

文字放送

徳島市ＮＯＷ

県政アンテナテレビ

テレビミュージアム

コスモス絵画コンクール
北井上中学校

テレビミュージアム

文字放送

第４４回不動人権教育
ふるさとカーニバル

ショップチャンネル

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

エンジョイ あすたむ！

文字放送

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

エンジョイ あすたむ！

1

火

情報まるしぇ みるでるで
家飲みレシピ

水・木

徳島市ＮＯＷ

4・52・3

金・土

ショップチャンネルショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

行ってみ四い国
～ノーベル賞万歳！ジビエで乾杯！～

THE　リクエスト
情報まるしぇみるでるで

2021年7月16日・17日・23日・24日
7月30日・31日放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネルショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ
行ってみ四い国

～ノーベル賞万歳！ジビエで乾杯！～

ショップチャンネル

おはなしのじかん

情報まるしぇ みるでるで
家飲みレシピ

おはなしのじかん

文字放送

ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル

我ら海遊人
～アカムツジギング 前編～

THE　リクエスト
令和３年度国府祭

体育の部お天気アイ

ショップチャンネル ショップチャンネル

情報まるしぇ みるでるで
家飲みレシピ THE　リクエスト

情報まるしぇみるでるで
2021年7月16日・17日・23日・24日

7月30日・31日放送

徳島市ＮＯＷ

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「佐藤律くん（国府町和田）」

徳島市ＮＯＷ

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（２月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

 げんきなうたごえ：一宮保育所～園内あそび～

文字放送
文字放送

県政アンテナテレビ

徳島市ＮＯＷ

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

 げんきなうたごえ：一宮保育所～園内あそび～

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第８回　後半

生命の進化と健康長寿について
とくしま未来健康づくり機構専務理事

本　田　浩　仁

お天気アイRIDE音MUSIC 2nd RIDE

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「佐藤律くん（国府町和田）」

我ら海遊人
～アカムツジギング 前編～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

 げんきなうたごえ：一宮保育所～園内あそび～

情報まるしぇ みるでるで
家飲みレシピ

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

我ら海遊人
～アカムツジギング 前編～

お天気アイ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「佐藤律くん（国府町和田）」

徳島市ＮＯＷ

我ら海遊人
～アカムツジギング 前編～

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

県政アンテナテレビ

13

ショップチャンネル ショップチャンネル

日

ショップチャンネル

6 7・8
日時

9・10 11・12

水・木 金・土日 月・火

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「佐藤律くん（国府町和田）」 THE　リクエスト
令和３年度国府祭

体育の部お天気アイ

阿波踊り体操／旬感！あわだより県政アンテナテレビ

文字放送文字放送

 げんきなうたごえ：一宮保育所～園内あそび～

文字放送 文字放送

お天気アイ

徳島市ＮＯＷ

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（２月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

おはなしのじかん

日時

情報まるしぇ みるでるで
家飲みレシピ

 げんきなうたごえ：一宮保育所～園内あそび～

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「佐藤律くん（国府町和田）」

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

ショップチャンネル

農業支援センターだより
「青年農業者の活動について」

資源環境研究課から最新情報
「レンコンの生育時期別の養分吸収量について」

シネマ☆クロス

農業支援センターだより
「青年農業者の活動について」

資源環境研究課から最新情報
「レンコンの生育時期別の養分吸収量について」

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

シネマ☆クロス

資源環境研究課から最新情報
「レンコンの生育時期別の養分吸収量について」

文字放送

行ってみ四い国
～ノーベル賞万歳！ジビエで乾杯！～

文字放送

資源環境研究課から最新情報
「レンコンの生育時期別の養分吸収量について」

シネマ☆クロス

農業支援センターだより
「青年農業者の活動について」

資源環境研究課から最新情報
「レンコンの生育時期別の養分吸収量について」

シネマ☆クロス

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

行ってみ四い国
～ノーベル賞万歳！ジビエで乾杯！～

農業支援センターだより
「青年農業者の活動について」

文字放送

農業支援センターだより
「青年農業者の活動について」

文字放送

行ってみ四い国
～ノーベル賞万歳！ジビエで乾杯！～

徳島市ＮＯＷ

徳島市ＮＯＷ

シネマ☆クロス

阿波踊り体操／旬感！あわだより

農業支援センターだより
「青年農業者の活動について」

資源環境研究課から最新情報
「レンコンの生育時期別の養分吸収量について」

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

とくしま防災生涯学習講座
第３回「気候情報の入手と活用 」

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

シネマ☆クロス

エンジョイ あすたむ！

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

エンジョイ あすたむ！

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

文字放送

文字放送

文字放送

エンジョイ あすたむ！

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

文字放送

とくしま防災生涯学習講座
第３回「気候情報の入手と活用 」

文字放送

第４４回不動人権教育
ふるさとカーニバル

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第８回　後半

生命の進化と健康長寿について
とくしま未来健康づくり機構専務理事

本　田　浩　仁

第４４回不動人権教育
ふるさとカーニバル

第４４回不動人権教育
ふるさとカーニバル

第４４回不動人権教育
ふるさとカーニバル

文字放送

第４４回不動人権教育
ふるさとカーニバル

文字放送
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23:30 23:30 23:30

0:00 0:00 0:00

３月番組表

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ
「ヤマキファーム：サツマイモ」生活発表会

国府幼稚園

令和３年度さよなら小学校
～ 卒業生からの一言 ～

文字放送

徳島市ＮＯＷ

お花ダイスキ！

Rock Fishing

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

とれたて新鮮アグリプロ
「ヤマキファーム：サツマイモ」

もうすぐ１年生　幼稚園
入田・南井上・国府幼稚園

我ら海遊人
～アカムツジギング 後編～

文字放送

県政アンテナテレビ

文字放送

文字放送

生活発表会
国府幼稚園

THE　リクエスト
島田おひさま保育園 落成式

平成27年度みるでるで4月17日放送
平成27年度入園式　島田おひさま保育園

阿波踊り体操／旬感！あわだより

令和３年度さよなら小学校
～ 卒業生からの一言 ～

令和３年度さよなら小学校
～ 卒業生からの一言 ～

令和３年度さよなら小学校
～ 卒業生からの一言 ～

文字放送文字放送

生活発表会
国府幼稚園

生活発表会
国府幼稚園

紗弥子の産地ゴハン

文字放送

令和３年度卒業証書授与式
入田小学校

令和３年度卒業証書授与式
入田小学校

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

文字放送

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

令和３年度さよなら小学校
～ 卒業生からの一言 ～

文字放送

文字放送

とくしま防災生涯学習講座
第３回「気候情報の入手と活用 」

Rock Fishing

文字放送
とくしま防災生涯学習講座

第３回「気候情報の入手と活用 」

ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル

学習発表会
一宮小学校

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

Rock Fishing

お花ダイスキ！ 文字放送

ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
平成24年度南井上地区成人式

ショップチャンネル

文字放送

徳島市ＮＯＷ

徳島市ＮＯＷ

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

国府町府中：大御和神社周辺

文字放送
県政アンテナテレビ

令和３年度卒業証書授与式
入田小学校

令和３年度卒業証書授与式
入田小学校

文字放送

もうすぐ１年生　幼稚園
入田・南井上・国府幼稚園

おはなしのじかん

文字放送

令和３年度さよなら小学校
～ 卒業生からの一言 ～

文字放送

文字放送

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（２月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

日時

紗弥子の産地ゴハン

とれたて新鮮アグリプロ
「ヤマキファーム：サツマイモ」

我ら海遊人
～アカムツジギング 後編～

Rock Fishing

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

国府町府中：大御和神社周辺

ショップチャンネル

もうすぐ１年生　幼稚園
入田・南井上・国府幼稚園

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
平成24年度南井上地区成人式

ショップチャンネル ショップチャンネルショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

お花ダイスキ！

徳島市ＮＯＷ

徳島市ＮＯＷ

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

学習発表会
一宮小学校

文字放送

お花ダイスキ！

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

14・15

月・火
日時

ショップチャンネル

日時

ショップチャンネル

水・木

ショップチャンネル

金・土

16・17 18・19 20

日

ショップチャンネル

21・22 23・24 25・26 27

金・土水・木月・火 日

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

我ら海遊人
～アカムツジギング 後編～

Rock Fishing

THE　リクエスト
島田おひさま保育園 落成式

平成27年度みるでるで4月17日放送
平成27年度入園式　島田おひさま保育園

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

文字放送

県政アンテナテレビ

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

文字放送

文字放送お花ダイスキ！

Rock Fishing

三好市のジビエを味わおう

Rock Fishing

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（２月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

Rock Fishing

三好市のジビエを味わおう

Rock Fishing

三好市のジビエを味わおう

文字放送

学習発表会
一宮小学校

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

生活発表会
国府幼稚園

文字放送

おはなしのじかん

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

もうすぐ１年生　幼稚園
入田・南井上・国府幼稚園

文字放送

文字放送

文字放送

文字放送

生活発表会
国府幼稚園

ショップチャンネル

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

国府町府中：大御和神社周辺

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

国府町府中：大御和神社周辺

紗弥子の産地ゴハン

もうすぐ１年生　幼稚園
入田・南井上・国府幼稚園

阿波踊り体操／旬感！あわだより

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

紗弥子の産地ゴハン

紗弥子の産地ゴハン

とれたて新鮮アグリプロ
「ヤマキファーム：サツマイモ」

文字放送

Rock Fishing

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

国府町府中：大御和神社周辺

ショップチャンネル

もうすぐ１年生　幼稚園
入田・南井上・国府幼稚園

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ
「ヤマキファーム：サツマイモ」

文字放送

県政アンテナテレビ

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

令和３年度卒業証書授与式
入田小学校

お花ダイスキ！

紗弥子の産地ゴハン

徳島市ＮＯＷ

Rock Fishing

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ
「ヤマキファーム：サツマイモ」

我ら海遊人
～アカムツジギング 後編～

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

国府町府中：大御和神社周辺

徳島市ＮＯＷ

学習発表会
一宮小学校

文字放送

我ら海遊人
～アカムツジギング 後編～

学習発表会
一宮小学校

三好市のジビエを味わおう

阿波踊り体操／旬感！あわだより

三好市のジビエを味わおう

Rock Fishing

三好市のジビエを味わおう

我ら海遊人
～アカムツジギング 後編～

おはなしのじかん

阿波踊り体操／旬感！あわだより

学習発表会
一宮小学校

28・29

月・火

ショップチャンネル

一手の挑み
将棋　横谷亮典

文字放送

文字放送

一手の挑み
将棋　横谷亮典

一手の挑み
将棋　横谷亮典

30・31

水・木

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

一手の挑み
将棋　横谷亮典

もうすぐ１年生
国府・一宮・不動・南井上保育所・北井上認定こども園

阿波踊り体操／旬感！あわだより

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

もうすぐ１年生
国府・一宮・不動・南井上保育所・北井上認定こども園

もうすぐ１年生
国府・一宮・不動・南井上保育所・北井上認定こども園

もうすぐ１年生
国府・一宮・不動・南井上保育所・北井上認定こども園

もうすぐ１年生
国府・一宮・不動・南井上保育所・北井上認定こども園

もうすぐ１年生
国府・一宮・不動・南井上保育所・北井上認定こども園

令和３年度卒業証書授与式
入田小学校

ショップチャンネル

一手の挑み
将棋　横谷亮典

一手の挑み
将棋　横谷亮典



0:00 0:00

2:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

0:00 0:00

文字放送

文字放送

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 前編～

文字放送

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 前編～

文字放送

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 前編～

文字放送

お天気アイ

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

文字放送

行ってみ四い国
～石鎚山SA周辺スポットめぐり ～

文字放送

行ってみ四い国
～石鎚山SA周辺スポットめぐり ～

文字放送

農業支援センターだより
「ほうれんそうの栽培について」

水産研究課から最新情報
「キジハタの陸上養殖技術の開発」

文字放送

行ってみ四い国
～石鎚山SA周辺スポットめぐり ～

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

阿波踊り体操／旬感！あわだより

農業支援センターだより
「ほうれんそうの栽培について」

水産研究課から最新情報
「キジハタの陸上養殖技術の開発」

行ってみ四い国
～石鎚山SA周辺スポットめぐり ～

ショップチャンネル

農業支援センターだより
「ほうれんそうの栽培について」

水産研究課から最新情報
「キジハタの陸上養殖技術の開発」

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

農業支援センターだより
「ほうれんそうの栽培について」

水産研究課から最新情報
「キジハタの陸上養殖技術の開発」

阿波踊り体操／旬感！あわだより

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

行ってみ四い国
～石鎚山SA周辺スポットめぐり ～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

農業支援センターだより
「ほうれんそうの栽培について」

水産研究課から最新情報
「キジハタの陸上養殖技術の開発」

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

農業支援センターだより
「ほうれんそうの栽培について」

水産研究課から最新情報
「キジハタの陸上養殖技術の開発」

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

情報まるしぇ みるでるで

徳島市ＮＯＷ

文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「辻　湊翔くん：国府町南岩延」

（再）年越し　大坊さん・大御和神社

シネマ☆クロス

お天気アイ

コンニチワ南井上小学校
～金管バンドミニコンサート～

2月番組表

日時

おはなしのじかん

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送文字放送

情報まるしぇ みるでるで

県政アンテナテレビ

文字放送

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
開局30周年記念番組

秋まつり（平成元年～秋祭り特集）
平成３０年１１月２１・２２日放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

（再）年越し　大坊さん・大御和神社

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「辻　湊翔くん：国府町南岩延」

情報まるしぇ みるでるで

文字放送

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより県政アンテナテレビ

文字放送

ショップチャンネル

シネマ☆クロス

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「辻　湊翔くん：国府町南岩延」
THE　リクエスト

令和３年度不動中学校文化祭
文字放送

徳島市ＮＯＷ

月・火

ショップチャンネル

4・5 6 7・8
日時

9・10 11・12

水・木 金・土金・土 日

13

ショップチャンネル ショップチャンネル

日

ショップチャンネル

文字放送 文字放送

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

情報まるしぇ みるでるで

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「辻　湊翔くん：国府町南岩延」

徳島市ＮＯＷ

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第７回　前半　高齢者の地域活動について

徳島県老人クラブ連合会局長代理
　那　佐　英　昭

（再）年越し　大坊さん・大御和神社

文字放送シネマ☆クロス

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（１月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第７回　前半　高齢者の地域活動について

徳島県老人クラブ連合会局長代理
　那　佐　英　昭

徳島市ＮＯＷ

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（１月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

文字放送

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第７回　後半

地震・津波の基本的な知識と対策について
徳島県防災人材育成センター

文字放送

県政アンテナテレビ

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 前編～

コンニチワ南井上小学校
～金管バンドミニコンサート～

ショップチャンネル ショップチャンネル

情報まるしぇ みるでるで
THE　リクエスト

開局30周年記念番組
秋まつり（平成元年～秋祭り特集）

平成３０年１１月２１・２２日放送

徳島市ＮＯＷ

ショップチャンネル

文字放送

徳島市ＮＯＷ

県政アンテナテレビ

お天気アイ

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「辻　湊翔くん：国府町南岩延」
THE　リクエスト

令和３年度不動中学校文化祭
文字放送

ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル

2・3

水・木

ショップチャンネル

令和３年度　成人式
国府地区

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

おはなしのじかん

情報まるしぇ みるでるで

おはなしのじかん

文字放送

31・1

月・火

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

ショップチャンネル

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

文字放送

令和３年度　成人式
国府地区

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネルショップチャンネル

令和３年度　成人式
国府地区

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

令和３年度　成人式
国府地区

阿波踊り体操／旬感！あわだより

行ってみ四い国
～石鎚山SA周辺スポットめぐり ～

徳島市ＮＯＷ

令和３年度　成人式
国府地区

文字放送

令和３年度　成人式
国府地区

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

コンニチワ南井上小学校
～金管バンドミニコンサート～

お天気アイ

コンニチワ南井上小学校
～金管バンドミニコンサート～

お天気アイ

コンニチワ南井上小学校
～金管バンドミニコンサート～

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 前編～

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第７回　後半

地震・津波の基本的な知識と対策について
徳島県防災人材育成センター

コンニチワ南井上小学校
～金管バンドミニコンサート～

お天気アイ

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 前編～

文字放送

（再）年越し　大坊さん・大御和神社

情報まるしぇ みるでるで
～ すくすく赤ちゃん ～

「辻　湊翔くん：国府町南岩延」

文字放送

徳島市ＮＯＷ

（再）年越し　大坊さん・大御和神社

シネマ☆クロス

（再）年越し　大坊さん・大御和神社

シネマ☆クロス

文字放送

文字放送
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14:30 14:30 14:30
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15:30 15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

16:30 16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

17:30 17:30 17:30

18:00 18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

23:00 23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

0:00 0:00 0:00

Rock Fishing

文字放送

Rock Fishing

文字放送

文字放送

Rock Fishing

お花ダイスキ！

コンニチワ国府小学校
～４月生の演奏～

文字放送

Rock Fishing

紗弥子の産地ゴハン

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

Rock Fishing

文字放送

文字放送

生涯学習講座 南井上公民館
「蜂須賀家万年山墓所の調査について」

生涯学習講座 南井上公民館
「蜂須賀家万年山墓所の調査について」

生涯学習講座 南井上公民館
「蜂須賀家万年山墓所の調査について」

コンニチワ国府小学校
～４月生の演奏～

文字放送

コンニチワ国府小学校
～４月生の演奏～

文字放送

コンニチワ国府小学校
～４月生の演奏～

文字放送

コンニチワ国府小学校
～４月生の演奏～

Rock Fishing

文字放送
生涯学習講座 南井上公民館

「蜂須賀家万年山墓所の調査について」

生涯学習講座 南井上公民館
「蜂須賀家万年山墓所の調査について」

文字放送 文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

とれたて新鮮アグリプロ

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 後編～

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

一宮神社周辺

徳島市ＮＯＷ

エンジョイ あすたむ！

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

紗弥子の産地ゴハン

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

エンジョイ あすたむ！

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

とれたて新鮮アグリプロ

文字放送

28・1

月・火

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

エンジョイ あすたむ！

おはなしのじかん

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ

文字放送

Rock Fishing

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

一宮神社周辺

紗弥子の産地ゴハン

げんきなうたごえ
～北井上認定こども園～

げんきなうたごえ
～北井上認定こども園～

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 後編～

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

一宮神社周辺

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

一宮神社周辺

紗弥子の産地ゴハン

げんきなうたごえ
～北井上認定こども園～お花ダイスキ！

文字放送

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（１月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

文字放送

県政アンテナテレビ

徳島市ＮＯＷ

Rock Fishing

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第８回　前半

生命の進化と健康長寿について
とくしま未来健康づくり機構専務理事

本　田　浩　仁

おはなしのじかん

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

阿波踊り体操／旬感！あわだより

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

文字放送

文字放送お花ダイスキ！

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 後編～

Rock Fishing

THE　リクエスト
令和３座〜入田幼稚園〜

令和３年８月１８放送
こんにちは入田幼稚園

令和３年１１月２９日放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

ショップチャンネル

21・22 23・24 25・26 27

金・土水・木月・火 日
日時

ショップチャンネル

水・木

ショップチャンネル

金・土

16・17 18・19 20

日

ショップチャンネル

14・15

月・火
日時

ショップチャンネル

文字放送

県政アンテナテレビ

徳島市ＮＯＷ

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

お花ダイスキ！

文字放送

県政アンテナテレビ
文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

徳島市ＮＯＷ

徳島市ＮＯＷ

文字放送

おはなしのじかん

文字放送

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 後編～

文字放送文字放送
県政アンテナテレビ

文字放送

文字放送

文字放送

徳島市ＮＯＷ

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

文字放送

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第８回　前半

生命の進化と健康長寿について
とくしま未来健康づくり機構専務理事

本　田　浩　仁

文字放送
とくしま防災生涯学習講座

第３回「気象情報の入手と活用」

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 後編～

Rock Fishing文字放送

生涯学習講座 南井上公民館
「蜂須賀家万年山墓所の調査について」

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

徳島市ＮＯＷ

ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル

大しめ縄作り
大御和神社

ショップチャンネル

日時

紗弥子の産地ゴハン

とれたて新鮮アグリプロ

我ら海遊人
～尾長チャレンジ 後編～

Rock Fishing

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

一宮神社周辺

エンジョイ あすたむ！

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
情報まるしぇみるでるで

令和３年６月４日・１１日・１８日放送

げんきなうたごえ
～北井上認定こども園～

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ

文字放送文字放送

令和３年徳島市家族介護教室
公開講座「人生会議」してみませんか？

エンジョイ あすたむ！

ショップチャンネル

げんきなうたごえ
～北井上認定こども園～

コンニチワ国府小学校
～４月生の演奏～

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（１月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。
文字放送

徳島市ＮＯＷ

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

エンジョイ あすたむ！

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

こんにちは南井上幼稚園
～まめまき～

ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
情報まるしぇみるでるで

令和３年６月２５日・
７月２日・９日放送

ショップチャンネル

文字放送

令和３年度
入田幼・小・中合同大運動会

文字放送

お花ダイスキ！

ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

一宮神社周辺

令和３年徳島市家族介護教室
公開講座「人生会議」してみませんか？

紗弥子の産地ゴハン

ショップチャンネル

文字放送

文字放送

令和３年徳島市家族介護教室
公開講座「人生会議」してみませんか？

大しめ縄作り
大御和神社

文字放送

文字放送

お花ダイスキ！

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

文字放送

大しめ縄作り
大御和神社

阿波踊り体操／旬感！あわだより

大しめ縄作り
大御和神社

令和３年徳島市家族介護教室
公開講座「人生会議」してみませんか？

大しめ縄作り
大御和神社

文字放送

令和３年徳島市家族介護教室
公開講座「人生会議」してみませんか？

大しめ縄作り
大御和神社

とれたて新鮮アグリプロ

げんきなうたごえ
～北井上認定こども園～

Rock Fishing

とくしま防災生涯学習講座
第３回「気象情報の入手と活用」

文字放送

とくしま防災生涯学習講座
第３回「気象情報の入手と活用」

文字放送

とくしま防災生涯学習講座
第３回「気象情報の入手と活用」

文字放送

令和３年徳島市家族介護教室
公開講座「人生会議」してみませんか？



0:00 0:00 0:00 0:00

2:00 6:00 6:00 6:00

6:30 6:30 6:30 6:30

7:00 7:00 7:00 7:00

7:30 7:30 7:30 7:30

8:00 8:00 8:00 8:00

8:30 8:30 8:30 8:30

9:00 9:00 9:00 9:00

9:30 9:30 9:30 9:30

10:00 10:00 10:00 10:00

10:30 10:30 10:30 10:30

11:00 11:00 11:00 11:00

11:30 11:30 11:30 11:30

12:00 12:00 12:00 12:00

12:30 12:30 12:30 12:30

13:00 13:00 13:00 13:00

13:30 13:30 13:30 13:30

14:00 14:00 14:00 14:00

14:30 14:30 14:30 14:30

15:00 15:00 15:00 15:00

15:30 15:30 15:30 15:30

16:00 16:00 16:00 16:00

16:30 16:30 16:30 16:30

17:00 17:00 17:00 17:00

17:30 17:30 17:30 17:30

18:00 18:00 18:00 18:00

18:30 18:30 18:30 18:30

19:00 19:00 19:00 19:00

19:30 19:30 19:30 19:30

20:00 20:00 20:00 20:00

20:30 20:30 20:30 20:30

21:00 21:00 21:00 21:00

21:30 21:30 21:30 21:30

22:00 22:00 22:00 22:00

22:30 22:30 22:30 22:30

23:00 23:00 23:00 23:00

23:30 23:30 23:30 23:30

0:00 0:00 0:00 0:00

農業支援センターだより
「いちごの病害虫防除について」

こどもまつり　国府幼稚園

テレビミュージアム

歩いてなんぼガチャガチャの旅
～いろいろあったね！

令和3年ふりかえりスペシャル前編～

徳島市ＮＯＷ

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

阿波踊り体操／旬感！あわだより

農業支援センターだより
「いちごの病害虫防除について」

歩いてなんぼガチャガチャの旅
～いろいろあったね！

令和3年ふりかえりスペシャル後編～

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第５回アミノ酸と酵素のちから

　－脳におけるアミノ酸代謝の疾患
　酵素学－　後半　講師：福井　清

お天気アイ

新年挨拶 前川　望 代表理事組合長

シネマ☆クロス

シネマ☆クロス

文字放送

歩いてなんぼガチャガチャの旅
～いろいろあったね！

令和3年ふりかえりスペシャル後編～

ショップチャンネル

Rock Fishing　 

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん

「上田井 綾音ちゃん：国府町西高輪」～

おはなしのじかん

Rock Fishing　 

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん

「上田井 綾音ちゃん：国府町西高輪」～

徳島市ＮＯＷ

徳島市ＮＯＷ

ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネルショップチャンネル ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

新年挨拶
前川　望 代表理事組合長
情報まるしぇ みるでるで

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

行ってみ四い国
～小さな町に大きな魅力！阿南市新野町  ～徳島市ＮＯＷ

令和３年度　成人式
入田地区

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　前半

こんにちは南井上幼稚園
～子ども会～

農業支援センターだより
「いちごの病害虫防除について」 ムジスコ　フェリス

第４回コンサート
こどもまつり　国府幼稚園

テレビミュージアム

農業園芸研究所から最新情報
「イチゴ試験研究状況の紹介」

THE　リクエスト
情報まるしぇ　みるでるで

2021年10月22日放送

文字放送 お花ダイスキ！

令和３年度　成人式
一宮地区

徳島市ＮＯＷ

（再）えかとこ４
四国で体感！

アドベンチャーツーリズム

とくしま防災生涯学習講座
第２回

「損保協会における気候変動取組と損害保険」

徳島市ＮＯＷ

とくしま防災生涯学習講座
第２回

「損保協会における気候変動取組と損害保
険」

お花ダイスキ！

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（１２月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

令和３年度　成人式
入田地区

行ってみ四い国
～小さな町に大きな魅力！阿南市新野町  ～

県政アンテナテレビ 県政アンテナテレビ
文字放送

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第６回心に響く伝え方講座　前半

講師：フリーアナウンサー・キャリアコンサルタント
　藪　田　ひとみ

文字放送
文字放送

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第５回アミノ酸と酵素のちから

　－脳におけるアミノ酸代謝の疾患
　酵素学－　後半　講師：福井　清

徳島市ＮＯＷ

新年挨拶
前川　望 代表理事組合長
情報まるしぇ みるでるで

阿波踊り体操／旬感！あわだより

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

ムジスコ　フェリス
第４回コンサート

お天気アイ

文字放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送

こんにちは南井上幼稚園
～子ども会～

文字放送

農業園芸研究所から最新情報
「イチゴ試験研究状況の紹介」

新年挨拶
前川　望 代表理事組合長
情報まるしぇ みるでるで

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

おはなしのじかん

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第６回心に響く伝え方講座　前半

講師：フリーアナウンサー・キャリアコンサルタント
　藪　田　ひとみ

文字放送

シネマ☆クロス

冬休み 　おはなし劇場

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　前半

令和３年度　成人式
一宮地区

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　前半 文字放送

令和３年度　成人式
一宮地区

シネマ☆クロス

文字放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送文字放送

お花ダイスキ！

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

冬休み 　おはなし劇場

シネマ☆クロス お花ダイスキ！

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん

「上田井 綾音ちゃん：国府町西高輪」～

お花ダイスキ！

徳島市ＮＯＷ

お天気アイ

令和３年度　成人式
入田地区

ムジスコ　フェリス
第４回コンサート

文字放送

Rock Fishing　 

冬休み 　おはなし劇場

徳島市ＮＯＷ

農業園芸研究所から最新情報
「イチゴ試験研究状況の紹介」

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん

「上田井 綾音ちゃん：国府町西高輪」～

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

ムジスコ　フェリス
第４回コンサート

お天気アイ

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

お天気アイ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん

「上田井 綾音ちゃん：国府町西高輪」～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

冬休み 　おはなし劇場

Rock Fishing　 

阿波踊り体操／旬感！あわだより

こんにちは南井上幼稚園
～子ども会～

行ってみ四い国
～小さな町に大きな魅力！阿南市新野町  ～ 文字放送

農業園芸研究所から最新情報
「イチゴ試験研究状況の紹介」

こどもまつり　国府幼稚園

冬休み 　おはなし劇場

徳島市ＮＯＷ

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

農業支援センターだより
「いちごの病害虫防除について」

歩いてなんぼガチャガチャの旅
～いろいろあったね！

令和3年ふりかえりスペシャル後編～

歩いてなんぼガチャガチャの旅
～いろいろあったね！

令和3年ふりかえりスペシャル前編～

徳島市ＮＯＷ

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

冬休み 　おはなし劇場

こんにちは南井上幼稚園
～子ども会～

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

こんにちは南井上幼稚園
～子ども会～

農業園芸研究所から最新情報
「イチゴ試験研究状況の紹介」

新年挨拶 前川　望 代表理事組合長 冬休み 　おはなし劇場文字放送

新年挨拶
前川　望 代表理事組合長
情報まるしぇ みるでるで

農業支援センターだより
「いちごの病害虫防除について」

行ってみ四い国
～小さな町に大きな魅力！阿南市新野町  ～

新年挨拶
前川　望 代表理事組合長
情報まるしぇ みるでるで

お花ダイスキ！
行ってみ四い国

～小さな町に大きな魅力！阿南市新野町  ～

文字放送 文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送 徳島市ＮＯＷシネマ☆クロス

阿波踊り体操／旬感！あわだより

令和３年度　成人式
入田地区

阿波踊り体操／旬感！あわだより 阿波踊り体操／旬感！あわだより

9 10・11

ショップチャンネル ショップチャンネル

日 月・火
日時

ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル

水・木

ショップチャンネル

日時
金・土

12・13 14・151 2 3・4
日時

5・6 7・8

水・木 金・土土 日 月・火

ショップチャンネル
 大坊千輻寺と大御和神社から年越し生中継

ショップチャンネル

農業園芸研究所から最新情報
「イチゴ試験研究状況の紹介」

阿波踊り体操／旬感！あわだより 県政アンテナテレビ 県政アンテナテレビ

新年挨拶
前川　望 代表理事組合長
情報まるしぇ みるでるで

ショップチャンネル

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん

「上田井 綾音ちゃん：国府町西高輪」～

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　前半 Rock Fishing　 

とくしま防災生涯学習講座
第２回

「損保協会における気候変動取組と損害保
険」

文字放送

テレビミュージアム

ムジスコ　フェリス
第４回コンサート

THE　リクエスト
情報まるしぇ　みるでるで

2021年10月22日放送

令和３年度　成人式
一宮地区

こんにちは南井上幼稚園
～子ども会～

徳島市ＮＯＷ

お天気アイ

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

歩いてなんぼガチャガチャの旅
～いろいろあったね！

令和3年ふりかえりスペシャル前編～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

こどもまつり　国府幼稚園

農業支援センターだより
「いちごの病害虫防除について」

阿波踊り体操／旬感！あわだより

Rock Fishing　 

おはなしのじかん

こどもまつり　国府幼稚園

テレビミュージアム
我ら海遊人

～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　前半 文字放送

令和３年度　成人式
入田地区

文字放送

文字放送

1月番組表

日時

ムジスコ　フェリス
第４回コンサート

文字放送

おはなしのじかん

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　前半

令和３年度　成人式
入田地区

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

とくしま防災生涯学習講座
第２回

「損保協会における気候変動取組と損害保険」

（再）えかとこ４
四国で体感！

アドベンチャーツーリズム

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

令和３年度　成人式
一宮地区

令和３年度　成人式
一宮地区

文字放送

文字放送

行ってみ四い国
～小さな町に大きな魅力！阿南市新野町  ～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

テレビミュージアム

こどもまつり　国府幼稚園

テレビミュージアム

新年挨拶 前川　望 代表理事組合長

新年挨拶 前川　望 代表理事組合長

新年挨拶 前川　望 代表理事組合長

文字放送

文字放送



0:00 0:00 0:00

6:00 6:00 6:00

6:30 6:30 6:30

7:00 7:00 7:00

7:30 7:30 7:30

8:00 8:00 8:00

8:30 8:30 8:30

9:00 9:00 9:00

9:30 9:30 9:30

10:00 10:00 10:00

10:30 10:30 10:30

11:00 11:00 11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 15:00 15:00

15:30 15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

16:30 16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

17:30 17:30 17:30

18:00 18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

23:00 23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

0:00 0:00 0:00

文字放送
文字放送

令和３年度　成人式
不動地区

徳島市ＮＯＷ

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

県政アンテナテレビ

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅～

国府町芝原：五郷司神社周辺

日時

文字放送

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（１２月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

令和３年度　成人式
国府地区

阿波踊り体操／旬感！あわだより

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

31・1

月・火

ショップチャンネル

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

文字放送

令和３年度　成人式
国府地区

文字放送

ショップチャンネルショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

ショップチャンネル

おはなしのじかん

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅～

国府町芝原：五郷司神社周辺

文字放送

こどもかい　国府幼稚園

THE　リクエスト
マーチング発表会

「国府小学校マーチングバンド」
令和３年２月１７日放送

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

令和３年度　成人式
国府地区

令和３年度　成人式
国府地区

令和３年度　成人式
国府地区

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅～

国府町芝原：五郷司神社周辺

令和３年度　成人式
国府地区

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

こんにちは入田幼稚園
～スポーツ教室～

令和３年度　成人式
不動地区

Rock Fishing

げんきなうたごえ
～不動保育所～

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

徳島市ＮＯＷ

令和３年度　成人式
不動地区

文字放送

令和３年度　成人式
南井上地区

ショップチャンネル ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
平成9年度入所式

南井上保育所
1997年4月21日放送

Rock Fishing

令和３年度　成人式
不動地区

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅～

国府町芝原：五郷司神社周辺

文字放送

ショップチャンネル

おはなしのじかん

阿波踊り体操／旬感！あわだより

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅～

国府町芝原：五郷司神社周辺

文字放送

徳島市ＮＯＷ

令和３年度　成人式
南井上地区

文字放送

文字放送

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

令和３年度　成人式
南井上地区

文字放送

げんきなうたごえ
～不動保育所～

文字放送

文字放送

令和３年度　成人式
北井上地区

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送 文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅～

国府町芝原：五郷司神社周辺

げんきなうたごえ
～不動保育所～

文字放送

令和３年度　成人式
南井上地区

徳島市ＮＯＷ
げんきなうたごえ
～不動保育所～

令和３年度　成人式
南井上地区

令和３年度　成人式
南井上地区

26・27 28・29

水・木 金・土

ショップチャンネル ショップチャンネル

日時

紗弥子の産地ゴハン

とれたて新鮮アグリプロ
「栗本農園　コワニー」

コンニチワ北井上小学校
～箱まわし練習成果発表会～

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　後半

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

徳島市ＮＯＷ

日

THE　リクエスト
平成9年度入所式

南井上保育所
1997年4月21日放送

ショップチャンネル

ショップチャンネル ショップチャンネル ショップチャンネル

THE　リクエスト
地方別ドッジボール大会

国府小学校
1991年8月21日放送

徳島市ＮＯＷ

とれたて新鮮アグリプロ
「栗本農園　コワニー」

こどもかい　国府幼稚園

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

紗弥子の産地ゴハン

コンニチワ北井上小学校
～箱まわし練習成果発表会～

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　後半

文字放送
文字放送

県政アンテナテレビ 県政アンテナテレビ

文字放送

徳島市ＮＯＷ

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（１２月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

こどもかい　国府幼稚園

文字放送

文字放送 文字放送文字放送文字放送

Rock Fishing
こどもかい　国府幼稚園

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

日時
16

日

17・18 20・21 22・23 23

金・土水・木月・火

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより阿波踊り体操／旬感！あわだより

コンニチワ北井上小学校
～箱まわし練習成果発表会～

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　後半

THE　リクエスト
地方別ドッジボール大会

国府小学校
1991年8月21日放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

こどもかい　国府幼稚園

県政アンテナテレビ

ショップチャンネルショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　後半

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

県政アンテナテレビ

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

徳島市ＮＯＷ

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　後半

Rock Fishing

コンニチワ北井上小学校
～箱まわし練習成果発表会～

とれたて新鮮アグリプロ
「栗本農園　コワニー」

文字放送

徳島市ＮＯＷ

ショップチャンネル

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

紗弥子の産地ゴハン

文字放送

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第６回心に響く伝え方講座　後半

講師：フリーアナウンサー・キャリアコンサルタント
　藪　田　ひとみ

令和３年度　成人式
北井上地区

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

令和３年度徳島県活き活きシニア放送講座
第６回心に響く伝え方講座　後半

講師：フリーアナウンサー・キャリアコンサルタント
　藪　田　ひとみ

コンニチワ北井上小学校
～箱まわし練習成果発表会～

紗弥子の産地ゴハン

Rock Fishing

文字放送

Rock Fishing

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ
「栗本農園　コワニー」

コンニチワ北井上小学校
～箱まわし練習成果発表会～

情報まるしぇ みるでるで
～ 阿波木偶の世界 ～

紗弥子の産地ゴハン

とれたて新鮮アグリプロ
「栗本農園　コワニー」

文字放送

文字放送

30

日

ショップチャンネル

THE　リクエスト
マーチング発表会

「国府小学校マーチングバンド」
令和３年２月１７日放送

県政アンテナテレビ

令和３年度　成人式
北井上地区

阿波踊り体操／旬感！あわだより

24・25

月・火

ショップチャンネルショップチャンネル

令和３年度　成人式
北井上地区

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

おはなしのじかん

げんきなうたごえ
～不動保育所～

令和３年度　成人式
不動地区

令和３年度　成人式
不動地区

文字放送

令和３年度　成人式
北井上地区

我ら海遊人
～高知県知事杯「リョーマの休日ハマちゃん釣りバカップ」～　後半

紗弥子の産地ゴハン

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

こどもかい　国府幼稚園

とれたて新鮮アグリプロ
「栗本農園　コワニー」

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

げんきなうたごえ
～不動保育所～

月間まるしぇ　みるでるで
＆

月間アーカイブズ

※国府町ケーブルテレビで
制作した１か月分の番組を

まとめて再放送します。
（１２月分）

※中継などで番組の放送順を
変更する場合があります。

ご了承ください。

令和３年度　成人式
北井上地区


