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 情報 NEXT54 のニュースは番組ホームページ
 アーカイブでもご覧頂けます。
　【http://unnan-yume.net/】

check

checkcheck

 １

 ２

 ３

 ４

 ５

 ６

 ７

 ８

 ９

１０

１ １

１２

１３

１４

１５

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

スゴイ人とご縁を結びたい番組

　　略して 「スゴえん」
雲南市と飯南町に住むスゴイ人を

数珠繋ぎで巡る番組！

「えきぐる！」
木次線楽しみ方ガイド

地域のイベントや催しに関する情報があ

れば、お近くのケーブルテレビ局まで！

木次線の駅舎周辺のオススメ店や
美味しいグルメを紹介

雲南・飯南の話題やお知らせ、ゲスト

コーナー等、盛り沢山でお届けします。

文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ

　情報 NEXT54

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION

《vol.48 前編》

島大病院 ちょっと気になる 始まってます！小さな拠点づくり令和元年度 雲南市連合音楽会

「海潮中学校」
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日／曜

いい伊豆みつけた
【静岡県 伊豆急ケーブルネットワーク制作】

あいラブせんりゅう
【宮城県 大崎ケーブルテレビ制作】

健康講座 ～生活機能の確保 編～

 週末

　情報 NEXT54

令和元年度 雲南市連合音楽会

「吉田小学校」･「西日登小学校」

令和元年度 飯南町連合音楽祭

「赤名小学校」･「志々小学校」

令和元年度 雲南市連合音楽会

「加茂小学校」･「海潮小学校」

グラントワチャンネル
令和元年度 雲南市連合音楽会

「加茂中学校」

Looking For アクアス

海士Ｘ（アマックス）

伝承 ～ホーランエンヤ
　　継ぎゆくものたち～ 伝承八

　人生に捧げるコント #１

【新番組】L I F E !

創作音楽劇「琴の鳴る浜」
ファミ劇お試し放送

「AKB 神テレビシリーズ 31」

（再）20:30/11:30/17:30

文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ

　情報 NEXT54

　人生に捧げるコント #２
L I F E !

令和元年度 雲南市連合音楽会

「斐伊小学校」･「田井小学校」

令和元年度 飯南町連合音楽祭

「頓原中学校」

「えきぐる！」
木次線楽しみ方ガイド【再】令和元年度 雲南市連合音楽会

「三刀屋中学校」

令和元年度 雲南市連合音楽会

「掛合中学校」
ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION vol.48 前編

【再】

雲南・飯南のニュースと話題に加え、企画

コーナーやお知らせ等をお送りします。

 週末

　情報 NEXT54

田中律子の旅する SUP 
 《島根篇》～大田市鞆ヶ浦①～

　　　令和元年度 

市政懇談会について
雲南合唱フェスティバル in 吉田　
～小さな山郷に響く 暖かい歌声～　 ※3 時間毎に再放送

《　　　雲南市小中学校連合音楽会》

7/1（月）～ 7/26（金）　平日 19:00 から翌日の 17:00 まで 2 時間毎に放送します。※特別番組のある日は放送しません。

《　　　飯南町小中学校連合音楽祭》令和元年度 令和元年度
6 月 11 日に加茂文化ホール「ラメール」で開催された
小中連合音楽会の模様を放送します。お楽しみに♪

6 月 19 日に飯南町立赤来中学校で開催された小中連合
音楽祭の模様を放送します。どうぞお楽しみに♪

第 23 回

スタジオでの告知収録に関するお問い

合わせはお近くのケーブルテレビ局まで！

※3 時間毎に再放送

琴ヶ浜 国天然記念物指定記念

様々な知識と技術に長けた方々をゲストに迎え

ラジオ風なスタジオでやんわりとお話を伺う！

田中律子の旅する SUP 
 《島根篇》～大田市鞆ヶ浦②～

７月１日から番組の放送開始時間が変わります！

初回放送　 時～18
※番組内容によって放送開始時間が変更になる場合があります。

時～19 時19 分～30・・
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「いいなん高校情報箱」
飯南高校特集！

飯南高校報道部の生徒がたちが、学校
行事やイベント等を楽しく紹介する。

雲南・飯南の話題やお知らせ、ゲスト

コーナー等、盛り沢山でお届けします。

文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ

　情報 NEXT54

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION

《vol.48 後編》 週末

　情報 NEXT54

令和元年度 雲南市連合音楽会

「佐世小学校」･「掛合小学校」

令和元年度 飯南町連合音楽祭

「頓原小学校」･「来島小学校」

令和元年度 雲南市連合音楽会

「西小学校」･「木次小学校」

令和元年度 雲南市連合音楽会

「木次中学校」

雲南・飯南のニュースと話題に加え、企画

コーナーやお知らせ等をお送りします。

様々な知識と技術に長けた方々をゲストに迎え

ラジオ風なスタジオでやんわりとお話を伺う！

職業紹介バラエティ

　　 職レポ

地域のイベントや催しに関する情報があ

れば、お近くのケーブルテレビ局まで！

ふるさと歴史発見！
【静岡県 浜松ケーブルテレビ制作】

仙台発！音楽情報番組 BONBON-TV
【宮城県 仙台 CATV 制作】

文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ

　情報 NEXT54

　人生に捧げるコント #４
L I F E !

令和元年度 雲南市連合音楽会

「阿用小学校」･「寺領小学校」

令和元年度 飯南町連合音楽祭

「赤来中学校」

【再】令和元年度 雲南市連合音楽会

令和元年度 雲南市連合音楽会 ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION vol.48 後編

【再】

 週末

　情報 NEXT54 月刊ビデオタイムス
 【撮影したビデオ・写真をご投稿下さい】

スタジオでの告知収録に関するお問い

合わせはお近くのケーブルテレビ局まで！

文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ

　情報 NEXT54

石正美術館展覧会のご案内

うらうらとゆく

千賀の浦お散歩隊
【宮城県 宮城ケーブルテレビ（マリネット）制作】

田中律子の
旅する SUP 《島根篇》

【再】

　人生に捧げるコント #３
L I F E ! スゴイ人とご縁を結びたい番組

　　　　略して 「スゴえん」
【再】

　出雲のほそ道
令和元年度 雲南市連合音楽会

「吉田中学校」
　　令和元年度 

市政懇談会について
【再】

歴史探訪～天守を想う地元旅～

【静岡県 TOKAI ケーブルネットワーク制作】

「鍋山小学校」･「大東小学校」 「いいなん高校情報箱」
飯南高校特集！

「三刀屋小学校」･「大東中学校」

check

【新番組】

《あて先》v-times@bs.kkm.ne.jp

始まってます！小さな拠点づくり
～生活交通の確保･地域産業の振興 編～

CATV 情報ネットしまね

どこいく？れきはく！

お地蔵ものがたり

島根半島四十二浦を巡る旅

安来人物伝
～安来が生んだ先人達の物語～

『大井修一』

飯南町、雲南市にある企業で、リーポーター

福間がお仕事体験。視聴者の立場になって

その職場の魅力を伝える！

18:00～
20:00/22:00/0:00/ 翌 2:00/6:00
8:00/10:00/12:00/14:00/16:00

19:00～
21:00/23:00/ 翌 1:00/3:00/7:00
9:00/11:00/13:00/15:00/17:00

19:30～
21:30/23:30/ 翌 1:30/3:30/7:30
9:30/11:30/13:30/15:30/17:30

日／曜

LIFE!【新番組】

15日（月） 
【再放送】 22日（月）

人生に捧げるコント

「人生」 をテーマとするコント番組。 毎日を懸命に生きようとする

からこそ突き当たる人生の “可笑しさ” や “哀しさ” を さまざま

な設定やキャラクターのオムニバスコントでつづる。 観れば少しだ

け生きることが楽しくなるかも！？

《毎週金曜日に変更！　夕方６時から２時間毎に放送！！》

『市政懇談会について』

第１０１回 全国高等学校野球選手権島根大会に甲子園出場をかけ臨む、 大東高校･三刀屋高校･飯南高校の３校の熱戦の模様を
ハイライトでお送りします。 試合翌日の 18:00 から２時間毎に放送！通常番組はハイライト終了後、 時間を繰り下げて放送します！

２０１９夏の高校野球

　 「地元校ハイライト」
※大会日程により放送日が異なります。

８日（月）放送！ 『創作音楽劇 琴の鳴る浜』

雲南合唱フェスティバルin吉田 １５日（月）放送！ 
6/2 田井小学校体育館で開催。 雲南 ・ 飯南 ・ 奥出雲のコーラスグループ
全１０団体が一堂に会し、 美しい歌声を会場いっぱいに響かせる合唱の祭典。

職業紹介バラエティ 「職レポ」 ２７日（土）放送！ 
【再放送】 2８日（日）

市内・町内にある企業の普段見る事のない現場で、働いて
いる人の“やりがい”や仕事に対する想いに迫る！


