
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

18:30 阿波踊り体操／旬感！あわだより 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 シネマ☆クロス 20:00

20:30 徳島市ＮＯＷ 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

８月番組表

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

坂出市政80周年記念
第57回さかいで大橋まつり

かえってきた 真夏の夜の祭典
～Every one Smiles～

17：00～20:30
制作：KBN株式会社

2022よさこい
鳴子踊り

特別演舞in万々
15:00～17:00

制作
高知ケーブルテレビ

2022よさこい
鳴子踊り

特別演舞in万々
15:00～17:00

制作
高知ケーブルテレビ

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！

エンジョイ あすたむ！

阿波踊り体操／旬感！あわだより

農業支援センターだより
 「農作業安全について」

高度技術支援課から最新情報
「刈払機とチェンソーの安全作業について」

文字放送

徳島市ＮＯＷ

文字放送

シネマ☆クロス

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～

シネマ☆クロス

南井上公民館生涯学習講座
「みんなで学ぶお金の話

今なぜグローバルな株式投資が必要か？」

南井上公民館生涯学習講座
「みんなで学ぶお金の話

今なぜグローバルな株式投資が必要か？」

文字放送

南井上公民館生涯学習講座
「みんなで学ぶお金の話

今なぜグローバルな株式投資が必要か？」

文字放送

文字放送

文字放送

高度技術支援課から最新情報
「刈払機とチェンソーの安全作業について」

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

南井上公民館生涯学習講座
「みんなで学ぶお金の話

今なぜグローバルな株式投資が必要か？」

文字放送

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

行ってみ四い国
～徳島･鳴門の魅力再発見！いとおかし“お土産”の世界～

徳島市ＮＯＷ

THE　リクエスト
スポーツレクリエーション集会

南井上小学校
令和２年１１月２５日放送

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

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん～

　琴葉ちゃん（国府町矢野）

文字放送

県政アンテナテレビ

文字放送

行ってみ四い国
～徳島･鳴門の魅力再発見！いとおかし“お土産”の世界～

文字放送 文字放送

文字放送

文字放送

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　前編

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送 旬感！あわだより

県政アンテナテレビ 阿波踊り体操／旬感！あわだより

農業支援センターだより
 「農作業安全について」

高度技術支援課から最新情報
「刈払機とチェンソーの安全作業について」 文字放送

徳島市ＮＯＷ

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！

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

行ってみ四い国
～徳島･鳴門の魅力再発見！いとおかし“お土産”の世界～

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　前編文字放送

ショップチャンネル

文字放送

高度技術支援課から最新情報
「刈払機とチェンソーの安全作業について」

文字放送

農業支援センターだより
 「農作業安全について」

文字放送

農業支援センターだより
 「農作業安全について」

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日放送

徳島市ＮＯＷ文字放送 エンジョイ あすたむ！

シネマ☆クロス

情報まるしぇ みるでるで
～家飲みレシピ～南井上公民館生涯学習講座

「みんなで学ぶお金の話
今なぜグローバルな株式投資が必要か？」

北井上地区における
「ゾーン３０プラス」整備発表会

1・2
日時

3・4 5・6

水・木月・火

7

水・木

ショップチャンネル

金・土

10・11 12・13 14

日

ショップチャンネルショップチャンネル

8・9

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

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

旬感！あわだより

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
～家飲みレシピ～

北井上地区における
「ゾーン３０プラス」整備発表会

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん～

　琴葉ちゃん（国府町矢野）
高度技術支援課から最新情報

「刈払機とチェンソーの安全作業について」

文字放送

農業支援センターだより
 「農作業安全について」

文字放送

THE　リクエスト
スポーツレクリエーション集会

南井上小学校
令和２年１１月２５日放送

徳島市ＮＯＷ

行ってみ四い国
～徳島･鳴門の魅力再発見！いとおかし“お土産”の世界～

文字放送

徳島市ＮＯＷ 文字放送

農業支援センターだより
 「農作業安全について」

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日放送

ショップチャンネル

シネマ☆クロス
我ら海遊人

～観音寺でキス＆チヌ～　前編

ショップチャンネル

南井上公民館生涯学習講座
「みんなで学ぶお金の話

今なぜグローバルな株式投資が必要か？」

ショップチャンネル

27分～ 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

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。
（７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

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

文字放送
県政アンテナテレビ

徳島市ＮＯＷ

文字放送

北井上地区における
「ゾーン３０プラス」整備発表会

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

お天気アイ

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　前編

文字放送

ショップチャンネル

おはなしのじかん

文字放送

文字放送

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　前編

県政アンテナテレビ

27分～ 旬感！あわだより

文字放送
お天気アイ

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん～

　琴葉ちゃん（国府町矢野）

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

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
「刈払機とチェンソーの安全作業について」

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

おはなしのじかん

お天気アイ

文字放送

お天気アイ

文字放送

2022阿波おどり 
（初日）

18:00～19:30

2022阿波おどり 
（２日目）

18:00～19:30

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。
（７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。

行ってみ四い国
～徳島･鳴門の魅力再発見！いとおかし“お土産”の世界～

2022阿波おどり （３日目）
18:00～19:30

シネマ☆クロス

文字放送

文字放送

文字放送

文字放送

北井上地区における
「ゾーン３０プラス」整備発表会

文字放送

北井上地区における
「ゾーン３０プラス」整備発表会

北井上地区における
「ゾーン３０プラス」整備発表会

文字放送

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん～

　琴葉ちゃん（国府町矢野）

お天気アイ

情報まるしぇ みるでるで
～すくすく赤ちゃん～

　琴葉ちゃん（国府町矢野）



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

18:30 阿波踊り体操／旬感！あわだより 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

８月番組表

情報まるしぇ みるでるで
～農福連携について～

簑手達也さん（国府町花園）
～ 阿波木偶の世界 ～

情報まるしぇ みるでるで
～農福連携について～

簑手達也さん（国府町花園）
～ 阿波木偶の世界 ～

情報まるしぇ みるでるで
～農福連携について～

簑手達也さん（国府町花園）
～ 阿波木偶の世界 ～

情報まるしぇ みるでるで
～農福連携について～

簑手達也さん（国府町花園）
～ 阿波木偶の世界 ～

情報まるしぇ みるでるで
～農福連携について～

簑手達也さん（国府町花園）
～ 阿波木偶の世界 ～

情報まるしぇ みるでるで
～農福連携について～

簑手達也さん（国府町花園）
～ 阿波木偶の世界 ～

徳島市ＮＯＷ

Rock Fishing

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
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

不動本町：密厳寺周辺の旅

27分～ 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。
（７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

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

徳島市ＮＯＷ

紗弥子の産地ゴハン　「あわっちゃまめ：前川久さん」

紗弥子の産地ゴハン　「あわっちゃまめ：前川久さん」

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 ～

不動本町：密厳寺周辺の旅

コンニチワ入田小学校
　「水生生物調査」

文字放送

こんにちは国府幼稚園
「なつまつり　後編」

保育所からコンニチワ
一宮保育所「プールあそび」

文字放送

保育所からコンニチワ
一宮保育所「プールあそび」

徳島市ＮＯＷ

国府少年野球大会

国府少年野球クラブ
vs

和田島かもめ

保育所からコンニチワ
一宮保育所「プールあそび」

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

Rock Fishing

徳島市ＮＯＷ

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
～ 歩いてなんぼガチャガチャの旅 ～

不動本町：密厳寺周辺の旅

紗弥子の産地ゴハン　「あわっちゃまめ：前川久さん」

徳島市ＮＯＷ

阿波踊り体操／旬感！あわだより

コンニチワ入田小学校
　「水生生物調査」

徳島市ＮＯＷ

月・火

ショップチャンネル

コンニチワ入田小学校
　「水生生物調査」

文字放送

国府少年野球大会

南井上少年野球部
vs

佐古愛日クラブ野球部

国府少年野球大会

国府少年野球クラブ
vs

和田島かもめ

文字放送

国府少年野球大会

南井上少年野球部
vs

佐古愛日クラブ野球部
徳島市ＮＯＷ

こんにちは国府幼稚園
「なつまつり　後編」

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

コンニチワ入田小学校
　「水生生物調査」

ショップチャンネル

THE　リクエスト
国府町CATV開局30周年記念番組
「ふるさとの小川～以西用水～」

平成３０年１２月２４日放送

保育所からコンニチワ
一宮保育所「プールあそび」

文字放送

ショップチャンネル

コンニチワ入田小学校
　「水生生物調査」

徳島市ＮＯＷ

ショップチャンネル

徳島市ＮＯＷ

文字放送

2022
四国アイランドリーグplus

中継

徳島インディゴソックス
vs

香川オリーブガイナーズ
むつみスタジアム

17:45～放送開始
※雨天中止

こんにちは国府幼稚園
「なつまつり　後編」

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

こんにちは国府幼稚園
「なつまつり　後編」

保育所からコンニチワ
一宮保育所「プールあそび」

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

県政アンテナテレビ

こんにちは国府幼稚園
「なつまつり　後編」

徳島市ＮＯＷ

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

Rock Fishing

文字放送

お花ダイスキ！

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

文字放送

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

ショップチャンネル

ショップチャンネル

21 22・23

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

ショップチャンネル

17・18 19・20

お花ダイスキ！

Rock Fishing

日時

ショップチャンネル

阿波踊り体操／旬感！あわだより

お花ダイスキ！

Rock Fishing

阿波踊り体操／旬感！あわだより

お花ダイスキ！

文字放送

国府少年野球大会

国府少年野球クラブ
vs

和田島かもめ

お花ダイスキ！

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

コンニチワ入田小学校
　「水生生物調査」

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　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

阿波踊り体操／旬感！あわだより

いけだ阿波おどり2022
後編

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

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

いけだ阿波おどり2022
前編

いけだ阿波おどり2022
後編

いけだ阿波おどり2022
前編

阿波踊り体操／旬感！あわだより

おはなしのじかん

旬感！あわだより

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　後編

文字放送

THE　リクエスト
国府町CATV開局30周年記念番組
「ふるさとの小川～以西用水～」

平成３０年１２月２４日放送

こんにちは国府幼稚園
「なつまつり　後編」

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

24・25

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

水・木
日時

15・16

文字放送

金・土

28

日

ショップチャンネル

26・27

金・土水・木月・火 日

紗弥子の産地ゴハン　「あわっちゃまめ：前川久さん」

徳島市ＮＯＷ

ショップチャンネル

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

Rock Fishing

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　後編

文字放送

阿波踊り体操／旬感！あわだより

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　後編

Rock Fishing

ショップチャンネル

ショップチャンネル

保育所からコンニチワ
一宮保育所「プールあそび」

文字放送

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　後編

文字放送

ショップチャンネル ショップチャンネル

文字放送

おはなしのじかん

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 ～

不動本町：密厳寺周辺の旅

文字放送

文字放送

文字放送

Rock Fishing

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。
（７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国府少年野球大会

南井上少年野球部
vs

佐古愛日クラブ野球部

文字放送

Rock Fishing

Rock Fishing

我ら海遊人
～観音寺でキス＆チヌ～　後編

南井上公民館生涯学習講座
「高齢者の健康と栄養」

南井上公民館生涯学習講座
「高齢者の健康と栄養」

RIDE音MUSIC 2nd RIDE 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 ～

不動本町：密厳寺周辺の旅

RIDE音MUSIC 2nd RIDE

県政アンテナテレビ

とれたて新鮮アグリプロ
～齋藤農園　レンコン～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送

南井上公民館生涯学習講座
「高齢者の健康と栄養」

とれたて新鮮アグリプロ
～齋藤農園　レンコン～

南井上公民館生涯学習講座
「高齢者の健康と栄養」

文字放送

南井上公民館生涯学習講座
「高齢者の健康と栄養」

とれたて新鮮アグリプロ
～齋藤農園　レンコン～

文字放送

紗弥子の産地ゴハン　「あわっちゃまめ：前川久さん」

県政アンテナテレビ

旬感！あわだより

THE　リクエスト
コンニチワ国府小学校

国府ロマン隊と一緒に田植え
平成２７年６月１７日放送

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 ～

不動本町：密厳寺周辺の旅

紗弥子の産地ゴハン　「あわっちゃまめ：前川久さん」

29・30 31・1

月・火 水・木

ショップチャンネル ショップチャンネル

いきいき百歳体操
徳島版　筋力づくり編

文字放送

THE　リクエスト
コンニチワ国府小学校

国府ロマン隊と一緒に田植え
平成２７年６月１７日放送

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
～齋藤農園　レンコン～

2022阿波おどり 
（最終日）

18:00～22:00

ショップチャンネル ショップチャンネル

とれたて新鮮アグリプロ
～齋藤農園　レンコン～

南井上公民館生涯学習講座
「高齢者の健康と栄養」

文字放送

とれたて新鮮アグリプロ
～齋藤農園　レンコン～

阿波踊り体操／旬感！あわだより

文字放送 文字放送

第25回今治市民のまつり
「おんまく」

文字放送


