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木次放送センター

飯南放送センター

(0854)42-5800

(0854)76-3033

 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/】
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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

企画ニュースコーナー「まちスポ」は

週ナカ情報 NEXT54 で放送中！

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。

 　週ナカ

　情報 NEXT54

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION

《vol.49 前編》

番組の放送開始時間が変わりました！

初回放送　 時～18

島大病院 ちょっと気になる

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

※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。

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

 週末

　情報 NEXT54

グラントワチャンネル

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～還御祭　人生に捧げるコント #05

L I F E !

雲南合唱フェスティバル ～木次駅のり Nori☆Festa ～

はたらく車たち①

文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ

　情報 NEXT54

　人生に捧げるコント #06
L I F E !

「えきぐる！」
木次線楽しみ方ガイド【再】

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION vol.49 前編

【再】

 週末

　情報 NEXT54

雲南市小中学校連合音楽会 Part.1（前半）

8 月 3 日（土）　20 時から生放送！ 【夏の特別番組】平和アーカイブス

松江水郷祭 2019「湖上花火大会」
西日本最大級の大花火大会。宍道湖の夜空に煌めく 10,000 発の
花火。目の前に広がる湖上を埋め尽くす色鮮やかな花火は圧巻！ 原爆の惨禍や戦争の悲惨さ、平和の尊さを伝える番組。

令和元年度

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 時間毎に再放送第 23 回

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！

時～19 時19 分～30・・

【再】

松江水郷祭 2019

湖上花火大会

生中継 20:00 ～ 21:00

【再】
石正美術館展覧会のご案内

安来人物伝
～安来が生んだ先人達の物語～

Part.18

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】

《あて先》v-times@bs.kkm.ne.jp

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！

知られざる衝撃波～長崎原爆･マッハステムの脅威～

【平和アーカイブス】考えよう「平和」2019文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ

　情報 NEXT54 密室の戦争～発掘･日本人捕虜の肉声～

【平和アーカイブス】考えよう「平和」2019

目撃！日本列島 長崎原爆 救援列車
【平和アーカイブス】考えよう「平和」2019

月刊ビデオタイムス【再】

考えよう「平和」2019

8 月13 日（火）、14 日（水）、15 日（木）で放送！

令和元年度 市政懇談会について【再】
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「アオハルうんなん」
高校生青春テレビ番組

学校行事や部活動など、様々なステージで

一生懸命打ち込んでいる高校生の姿を紹介！

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。

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION
《vol.49 後編》 週末

　情報 NEXT54
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 #08
L I F E !

【再】

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION vol.49 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

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】

　人生に捧げるコント #07
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

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】

「アオハルうんなん」
高校生青春テレビ番組

《あて先》v-times@bs.kkm.ne.jp

CATV 情報ネットしまね

お地蔵ものがたり

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！

check
雲南市小中学校連合音楽会 Part.2（後半）令和元年度

～雲南警察署 編～ Part.1

はたらく車たち②

check

飯南町小中学校連合音楽祭 
令和元年度 check 2019 雲南市・飯南町 高校体育祭ダイジェスト

掛 合 分 校 体 育 祭

ファミ劇お試し放送

「アルプスの少女ハイジ」

（再）21:30/翌 15:30/17:30

世界ラートチームカップ

月刊ビデオタイムス【再】

　人生に捧げるコント #09
L I F E ! 職業紹介バラエティ

「 職 レ ポ 」
【再】

 週末

　情報 NEXT54

～雲南警察署 編～ Part.2

はたらく車たち③

うらうらとゆく
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～

Part.19

～病院での治療が終わって自宅での療養になる時～

しまねの地域包括ケアcheck
「10 年目のキセキ」

～秋田が生んだラート世界王者 
　　　　　高橋靖彦の挫折と栄光～

企画ニュースコーナー「まちスポ」は

週ナカ情報 NEXT54 で放送中！

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

2019雲南市･飯南町高校体育祭ダイジェスト

「掛合分校体育祭」

2 本のリングに人が入り、回転中の技の難易度や完成度を競う体操競

技「ラート」。日本代表の高橋選手を採り上げたドキュメント番組。

雲南合唱フェスティバルin吉田 ■５日（月）再放送！ 雲南市･飯南町 小中学校 連合音楽会

■26日（月）放送

（児童 ・ 生徒の奏でる楽器の音色や素敵なハーモニーをご覧ください！）

■12日（月）Part.1放送　■19日（月）Part.2放送

雲南市小中連合音楽会

飯南町小中連合音楽祭

6/11 に加茂文化ホール 「ラメール」 で開催された、 雲南市内の小中学校
22 校による小中連合音楽会の模様をまとめて放送します。

6/19 に飯南町立赤来中学校で開催された、 飯南町内の小中学校 6 校
による小中連合音楽祭の模様をまとめて放送します。

7/13 に行われた掛合分校の体育祭の模様をダイジェストで放送！
若さと情熱あふれる高校生たちの一大イベントをご覧ください！

■26日（月）放送！ 

秋田が生んだラート世界王者 高橋靖彦の挫折と栄光

「10年目のキセキ」 ■28日（水）放送！ 

check


