木次放送センター ( 0 8 5 4 ) 4 2 - 5 8 0 0
飯南放送センター ( 0 8 5 4 ) 7 6 - 3 0 3 3

雲南市 ・ 飯南町事務組合

Facebook で番組ブログが見れます！
【https://www.facebook.com/jimukumiai】

ジムクミ

【新番組】 毎週金曜日 午後 6 時から 2 時間毎に放送！

コメディーお江戸でござる
〈内容〉
江戸庶民の人間模様を描く 「芝居」 と江戸情緒を織り込んだオリジナ
ルの 「歌」。 江戸風俗研究家の故･杉浦日向子さんが語る 「おもしろ
江戸ばなし」。 江戸という時代そのものに着目した公開コメディー番組。
出演 ： 伊藤四郎、 由紀さおり、 重田千穂子、 栗田貫一、 杉浦日向子、 えなりかずき、 桜金造 ほか

日／曜

で

検索

まめなかね体操 安全キラキラ体操 えすこに体操
12:50 ～ 【夜】20:50 ～
【朝】8:50 ～ 【昼】

18:00～

19:00～

島大病院 ちょっと気になる

（水）

週ナカ

２

（木）

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！

３

（金）

４

（土）

週末

５

（日）

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！

６

（月） 【再】雲南神楽フェスティバル ～前編～

８

（水）

９

（木）

１０ （金）
１１

（土）

１２ （日）
１３ （月）
１４

（火）

１５ （水）

【アンコール放送】

情報 NEXT54

文字ニュース

情報 NEXT54
週ナカ

情報 NEXT54
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！

海士 X（アマックス）
～ないものはない討論会 後編～

「 職レポ」①

雲南・飯南 ※3 月放送分

【再】

吹き矢の旅

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！
※18 時から 3 時間毎

【静岡県 伊豆急ケーブルネットワーク制作】

いい伊豆みつけた
【宮城県 大崎ケーブルテレビ制作】

あいラブせんりゅう
【アンコール放送】

19:30～

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

職業紹介バラエティ

ラジオ風テレビ番組 《vol.57 前編》

第 15 回

（火）

健康講座

情報 NEXT54

#01「目には青葉 山ほととぎす 人は見栄」

２０20

健康体操番組の放送時間が
4/1 から変更となります。

20:00/22:00/0:00/ 翌 2:00/6:00 21:00/23:00/ 翌 1:00/3:00/7:00
8:00/10:00/12:00/14:00/16:00 9:00/11:00/13:00/15:00/17:00

【新番組】コメディーお江戸でござる

４

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

１

７

MONTHLY
PROGRAM
GUIDE 11ch

※3 月放送分
【再】月 刊
ビデオタイムス

木次線楽しみ方ガイド

「えきぐる！」
～カードでめぐる
木次線制覇の旅２０２０ Part.4～

ご縁をたずねて ※20 時 30 分から 3 時間毎
ひとっ旅 ～ FDAで春の静岡～

海士 X（アマックス）
～子ども議会 編～

グラントワチャンネル

職業紹介バラエティ

「 職レポ」②

コメディーお江戸でござる 【再】ラジオ風テレビ番組《vol.57 前編》【再】木次線楽しみ方ガイド
「えきぐる！」
ラジテレ STATION
#02「世は情け 無尽のくじ引き」
週末

スゴイ人とご縁を結びたい番組

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！

第 15 回

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！
※18 時から 3 時間毎

【再】雲南神楽フェスティバル ～後編～
文字ニュース

情報 NEXT54
週ナカ

情報 NEXT54

【静岡県 TOKAI ケーブルネットワーク制作】

歴史探訪～天守を想う地元旅～
【宮城県 仙台 CATV 制作】

仙台発！音楽情報番組 BONBON-TV

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

ご縁をたずねて ※20 時 30 分から 3 時間毎
【再】ひとっ旅 ～ FDAで春の静岡～
安来人物伝 Part.31
～安来が生んだ先人達の物語～

出雲のほそ道

日／曜

１６ （木）

18:00～

19:00～

20:00/22:00/0:00/ 翌 2:00/6:00 21:00/23:00/ 翌 1:00/3:00/7:00
8:00/10:00/12:00/14:00/16:00 9:00/11:00/13:00/15:00/17:00
週ナカ

【再】 情報 NEXT54

【アンコール放送】

職業紹介バラエティ

「 職レポ」③

コメディーお江戸でござる 【再】スゴイ人とご縁を結びたい番組 【再】月刊ビデオタイムス
略して「スゴえん」
#03「泣き面にケチ」

１７

（金）

１８

（土）

週末

１９

（日）

飯南・雲南の話題に加え、お知らせや
ゲストコーナーもお送りします。

ラジオ風テレビ番組 《vol.57 後編》

情報 NEXT54

「いいなん高校情報箱」

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！

飯南高校報道部の生徒が、学校行事やイベントの
ほか、赤来中･頓原中の様子も楽しく紹介する！

鉄の道文化圏シンポジウム in 安来 【前編】
令和のたたら会議 ～中世 か ら 未 来 へ ～

２１

文字ニュース

情報 NEXT54

CATV 情報ネットしまね
【宮城県 宮城ケーブルテレビ（マリネット）制作】

２２ （水）

週ナカ

２３ （木）

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！

情報 NEXT54

飯南高校特集！

ラジテレ STATION

２０ （月）
（火）

19:30～

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

千賀の浦お散歩隊
【アンコール放送】

※18 時から 3 時間毎

【静岡県 浜松ケーブルテレビ制作】

ふるさと歴史発見！
石 正 美 術 館 から
展 覧 会 の お知らせ

職業紹介バラエティ

「 職レポ」④

２４ （金）

コメディーお江戸でござる 【再】ラジオ風テレビ番組《vol.57 後編》【再】飯南高校特集！
「いいなん高校情報箱」
ラジテレ STATION
#04「恐れ入谷の朝顔侍」

２５ （土）

週末

２６ （日）

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！

２７

（月）

鉄の道文化圏シンポジウム in 安来【後編】 ※18 時から 3 時間毎

２８

（火）

２９

（水）

30 （木）
毎週木曜日

職業紹介バラエティ

情報 NEXT54

「職レポ」

雲南･飯南の企業や事業所を訪れ、夢ネットの 【撮影したビデオ・写真をご投稿下さい】
福間がお仕事体験！職場の魅力を紹介します。 《あて先》v-times@bs.kkm.ne.jp

令和のたたら会議 ～中世から未来へ～

文字ニュース

情報 NEXT54

情報 NEXT54
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！

職業紹介
バラ エテ ィ ー

日本神話の

【新番組】基礎を学ぶ番組
【宮城県 大崎ケーブルテレビ制作】

週ナカ

【再】CATV 情報ネットしまね

昨年 7 月から始まった「職レポ」の過去の放送分を毎週木曜日に再放送 !!

協栄金属株式会社

株式会社

② 丸八ポンプ製作所
【再放送】

入交昭一郎氏 講演会

※20 時から 3 時間毎

「夢とチャレンジ」
うらうらとゆく
島根半島四十二浦を巡る旅
時 30 分、21 時 30 分
【ファミリー劇場お試し放送】 19
翌日 15 時 30 分、17 時 30 分

【再】あいラブせんりゅう 「啄木鳥探偵處」こころよい仕事

『 職 レ ポ 』 アンコール放送！！

① Ａコープきじま店

月刊ビデオタイムス

明見左工所株式会社

③ 有限会社 だんだんファーム掛合
特別養護老人ホーム えがおの里

④ 雲南警察署

第15 回 雲南神楽フェスティバル

■6 日
（月）に【前編】、13 日（月）に【後編】を放送！
雲南市内 8 つの神楽団が一堂に集結し、人気演目から
あまり観ることのない演目まで、たっぷり出雲神楽の
魅力が詰まった舞いをご覧ください！

■6日（月）
※再放送 13日（月）

お地蔵ものがたり

「ご縁をたずねてひとっ旅」 ～ＦＤＡで春の静岡～

「ご縁」 をテーマに、 静岡市の観光地や名所旧跡、 グルメを中心にした
静岡との連携番組を島根県ケーブルテレビ協議会で制作。 静岡県に初め
て観光に行くといった感覚で、 観光地や静岡グルメの魅力を紹介します！

鉄の道文化圏シ ンポジウム i n 安来
令和のたたら会議 ～中世から未来へ～
たたら製鉄と中近世移行期の広域交流の歴史を探るシンポジウム。
今回は、 山陰の麒麟児こと山中鹿介のさと 「安来」 を舞台に開催。

■20日（月） 【前編】オープニング朗読、講演Ⅰ、講演Ⅱ
■27日（月） 【後編】インバウンドreport、3つの事例報告
■27日（月） 入交昭一郎氏 講演会

「夢とチャレンジ」

元 本田技研工業副社長、 元セガ･エンタープライセズ社長の入交昭一郎氏
が横田高校を訪れ、 生徒に 「夢」 を持つこと、 「夢」 に向かってチャレンジ
することの大切さを話した講演の模様をお伝えします。

