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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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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！

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION

《vol.51 前編》

7 月より番組の放送開始時間が変わっています！

初回放送　 時～18

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。

海士Ｘ（アマックス）

「飯南高校 編」

職業紹介バラエティ

「職レポ」

文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ 情報 NEXT54

　人生に捧げるコント #14
L I F E !

 週末

　情報 NEXT54

「岸 清一」
東京オリンピックを夢見た近代スポーツの父

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！

2019 雲南市・飯南町 高校体育祭ダイジェスト

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】

「えきぐる！」

木次線楽しみ方ガイド

木次線の駅舎周辺のオススメ店や美味しい
グルメを紹介するまちぶら番組！

週ナカ

　情報 NEXT54
島大病院 ちょっと気になる

健康講座

 週末

　情報 NEXT54

「えきぐる！」
木次線楽しみ方ガイド【再】

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！

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！

check

check

　人生に捧げるコント #15
L I F E !

check

「大東高校 編」
2019 雲南市・飯南町 高校体育祭ダイジェスト

check

「三刀屋高校 編」
2019 雲南市・飯南町 高校体育祭ダイジェスト

CATV 情報ネットしまね【再】

雲南広域連合
～ 20 年のあゆみと今後の展望～ ～健康づくり・介護予防から地域づくり～

しまねの地域包括ケア

文字ニュース

情報 NEXT54 いい伊豆みつけた
【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】

check

グラントワチャンネル

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION
【再】

vol.51 前編

「大東高校 編」
2019 雲南市・飯南町 高校体育祭ダイジェスト

【再】 「三刀屋高校 編」
2019 雲南市・飯南町 高校体育祭ダイジェスト

【再】 「飯南高校 編」
2019 雲南市・飯南町 高校体育祭ダイジェスト

【再】

文字ニュース

　情報 NEXT54 石正美術館展覧会の案内歴史探訪～天守を想う地元旅～

【静岡県 TOKAI ケーブルネットワーク制作】

1 日（火）･2 日（水）･3 日（木） 放送！
8/31 に行われた飯南高校と大東高校、 9/2 に行われた三刀屋高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お楽しみください。

2019 雲南市・飯南町 高校体育祭ダイジェスト

雲南・飯南の話題やお知らせを盛り

沢山でお届けします。

Looking For アクアス月刊ビデオタイムス【再】

※18:00 ～ ※18:30 ～ ※19:00 ～ ※19:30 ～

※18:00 ～ ※19:00 ～ ※20:00 ～
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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！

仙台発！音楽情報番組 BONBON-TV
【宮城県 仙台 CATV 制作】 週ナカ

　情報 NEXT54

　           人生に

捧げるコント #16
L I F E !

 週末

　情報 NEXT54
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】

      「スゴえん」【再】

CATV 情報ネットしまね

全日本教育工学研究協議会全国大会 島根大会

check

～いにしえの技を受け継ぐ里地里山のこれから～

2019 語り部交流会 in しまね

　人生に捧げるコント #17
L I F E !

うらうらとゆく
島根半島四十二浦を巡る旅

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！

【再】月刊ビデオタイムス

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION

《vol.51 後編》

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！

「アオハルうんなん」
高校生 青春テレビ

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！

安来人物伝
～安来が生んだ先人達の物語～

Part.23

ふるさと歴史発見！
【静岡県 浜松ケーブルテレビ制作】

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION vol.51 後編

【再】

【再】

 週末

　情報 NEXT54
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！

check

職業紹介バラエティ

　　     「 職 レ ポ 」
飯南町、雲南市にある企業で、リポーター

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！

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

check【新番組】「えにし」
～県立中央病院 広報番組～

雲南広域連合
～ 20 年のあゆみと今後の展望～

【再】 生中継 9:30 ～ 11:00
～日常的な ICT 活用が拓くクリエイティブな学びを目ざして～

（土）大東高校 編　（日）三刀屋高校 編

しまねの地域包括ケア【再】
～健康づくり・介護予防から地域づくり～

お地蔵ものがたり

「アオハルうんなん」【再】
～大東高校 編～

「アオハルうんなん」【再】
～三刀屋高校 編～

藤波辰爾の歴史探訪check

～松江城 編～【第 9 回中国地区番組アワード最優秀受賞作】

道川神楽社中 英語神楽に挑戦！

文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ

　情報 NEXT54

宇宙戦艦ヤマト
【ファミ劇お試し放送】

出雲のほそ道

CATV 情報ネットしまね【再】 安来人物伝
～安来が生んだ先人達の物語～

Part.24

【再】
【再】 「職レポ」

職業紹介バラエティ
月刊ビデオタイムス 【再】

※3 時間毎に放送

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

いにしえの技を受け継ぐ里地里山のこれから

「2019語り部交流会inしまね」

10/18 に木次小学校を会場に開催される、 教育工学研究協議

会の全国大会の模様を、 島根県ケーブルテレビ協議会でネット

ワーク生中継します。 開会行事や研究概要の発表、 及び公開

授業の様子を解説つきでお伝えします。

地域に伝わる物語に耳を傾けながら農業に対する思いを語り合い、 子どもた
ちへの伝承や都市との交流促進に繋げる語り部交流会の様子をご覧下さい。

■21日（月）

【第9回中国地区番組アワード最優秀受賞作】益田ひとまろビジョン制作

「道川神楽社中 英語神楽に挑戦！」

～20年のあゆみと今後の展望～

「雲南広域連合20周年記念番組」
雲南広域連合の 20 年のあゆみや今後の課題と展望を、 過去の映像や
広域連合長のインタビューをとおして紹介します。

■7日（月）

■28日（月）

10/18
（金）

島根県ケーブルテレビ協議会 【生中継】

～日常的な ICT 活用が拓くクリエイティブな学びを目ざして～

第45回全日本教育工学研究協議会
　　　　　　　全国大会 島根大会

【再】18日（金）

益田市匹見町道川地区で、英語石見神楽を上演する取り組みが始まった。
地域の伝統文化を世界へと発信する道川社中の挑戦を紹介します。

時間：9時 30 分～ 11 時 00 分
会場：雲南市立木次小学校

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！


