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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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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。

　人生に捧げるコント #23
L I F E !

 週末

　情報 NEXT54

時～19 時19 分～30・・

週ナカ

　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！

文字ニュース

　情報 NEXT54

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】

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION
【再】

vol.53 前編

1 日（日） 放送 

秋の風物詩のひとつ 祭り囃子。 各地域特有のお囃子に合わせた行列が練り歩きます。

秋 祭り囃子 

 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！

安来人物伝
～安来が生んだ先人達の物語～

Part.27

【再】

出雲のほそ道

【其ノ弐】

 週末

　情報 NEXT54
秋 祭り囃子

～雲南・飯南の秋祭り～
check

【其ノ弐】

【再】 生放送
国宝 松江城マラソン 2019
8:15 ～ 14:45　【島根県ケーブルテレビ協議会ネットワーク生中継】

水の都 松江城下町を 5000 人のランナーが駆け抜ける！

～第 48 回 島根県少年弁論大会～

令和元年度 少年の主張 島根県大会check 全国植樹祭しまね 2020
～木でつなごう人と森との縁の輪～

海士Ｘ（アマックス）

第 9 回中国地区番組アワード

ケーブルテレビで振り返る三江線物語

第 9 回中国地区番組アワード

おおなん文化伝承

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION
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！

《vol.53 前編》 木次線沿線の楽しみ方ガイド番組

「えきぐる！」
木次線の駅舎周辺のオス
スメ店や美味しいグルメ
を紹介する街ぶら番組！

生放送 しおかぜ駅伝

11:00～12:30【島根県ケーブルテレビ協議会ネットワーク生中継】

第 28 回浜田ー益田間駅伝競走大会

全国植樹祭しまね 2020
～木でつなごう人と森との縁の輪～

【再】

【再放送】

・ 31（火） 其ノ弐

・ 30（月） 其ノ壱

グラントワチャンネル

文字ニュース

　情報 NEXT54

第 9 回中国地区番組アワード

検証、平成 30 年 7 月豪雨

島大病院 ちょっと気になる

健康講座
石正美術館から
展覧会のお知らせ

第 9 回中国地区番組アワード

長州と会津 怨讐を超えた絆
生放送
雲南市議会
12 月定例会「市長施政方針」

9:30～（18:00 より再放送）

【再】第 9 回中国地区番組アワード

ケーブルテレビで振り返る三江線物語

【再】第 9 回中国地区番組アワード

おおなん文化伝承

【再】第 9 回中国地区番組アワード

検証、平成 30 年 7 月豪雨

【再】第 9 回中国地区番組アワード

長州と会津 怨讐を超えた絆

生放送
雲南市議会
12 月定例会「一般質問 4 日目」

9:30～（18:00 より再放送）

生放送

雲南市議会 12 月定例会「一般質問 初日」
9:30～（18:00 より再放送）

生放送

雲南市議会 12 月定例会「一般質問 2 日目」
9:30～（18:00 より再放送）

生放送

雲南市議会 12 月定例会「一般質問 3 日目」
9:30～（18:00 より再放送）

雲南市、飯南町の話題やお知らせを
盛り沢山でお届けします。

～雲南・飯南の秋祭り～
※秋 祭り囃子 【其ノ壱】 は、 11 月 30 日 （土） に放送

※18 時から 3 時間毎 ※19 時から 3 時間毎
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 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

CATV 情報ネットしまね

　人生に捧げるコント #24
L I F E !

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.53 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

 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！

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ます！

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

文字ニュース

　情報 NEXT54

 週ナカ

　情報 NEXT54

　人生に捧げるコント #25
L I F E !

飯南町「町ぐるみ職場体験」

CATV 情報ネットしまね【再】

雲南市「夢発見ウィーク」
～中学生の職場体験奮闘記 2019 ～

【再】 【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】

【植物編】～しまねのレッドデータブックより～

仙台発！音楽情報番組 BONBON-TV
【宮城県 仙台 CATV 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】

【再】

県立中央病院 えにし
～扉の向こうに～

スゴイ人とご縁を結びたい番組

　  略して「スゴえん」【再】
【再】月刊ビデオタイムス

（土）出雲養護学校雲南分教室

（日）三刀屋高校 掛合分校

がんに関する公開講座「いっしょに考えましょう がん医療」check

※18 時から 3 時間毎

雲南市民歳末余芸大会 【再】

【再】

check 第 13 回

Part.1

雲南市民歳末余芸大会
check 第 13 回

Part.2
秋 祭り囃子
～雲南・飯南の秋祭り～【其ノ弐】

秋 祭り囃子
～雲南・飯南の秋祭り～【其ノ壱】

ふるさと歴史発見！
【静岡県 浜松ケーブルテレビ制作】

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】

お地蔵ものがたり

うらうらとゆく
島根半島四十二浦を巡る旅

「アオハルうんなん」【再】
～出雲養護学校雲南分教室～

ラジオ風テレビ番組

ラジテレ STATION vol.53 後編

【再】 「アオハルうんなん」【再】
～三刀屋高校掛合分校～

check

※18 時から 3 時間毎

※18 時から 3 時間毎

※20 時から 3 時間毎

※20 時から 3 時間毎

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

～木でつなごう 人と森との縁の輪～
全国植樹祭しまね2020

2020 年 5 月に大田市三瓶山北の原で開催される第 71 回全国植樹祭の
開催概要や県内の取組などをお伝えします。

■2日（月）

毎年恒例の社会福祉チャリティー歳末余芸大会の模様を放送！
各団体の華やかなステージ発表をお楽しみください。

第13 回雲南市民歳末余芸大会

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！

■30日（月） Part .1

国宝 松江城マラソン2019

【島根県ケーブルテレビ協議会ネットワーク生中継】

島根の希少な生きものたち

1 日（日）
8:15 ～ 14:45

し お か ぜ 駅 伝第28回浜田－益田間
駅伝競走大会

■31日（火） Part .2

松江城下町で繰り広げられる約 5000 人のランナーによる、 制限時間 6 時間のフルマラソン！

8 日（日）
11:00 ～ 12:30

益田から浜田までの 9 区間 42.195 ㌔のコースを選手がタスキを繋ぐ市町村対抗の駅伝大会 ～しまねのレッドデータブックより～

島根の希少な生きものたち【植物編】

島根県内の絶滅の危機にある野生植物の現状などを紹介する番組。
飯南町の赤名湿地帯や高津川などでの保存活動の取組をお伝えます。

■17日（火）

～令和元年度 がんに関する公開講座～
いっしょに考えましょう がん医療 ■23日（月）

※再放送 9日（月）

島根県立中央病院と島根大学医学部附属病院の 6 名の医師による
「令和時代のがん診療」 についての講演の模様をお送りします。


