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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のアーカ
イブでもご覧頂けます。【http://unnan-yume.net/】

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

ジムクミ で 検 索

（毎日 午前９時と午後２時から放送中）

【再】

 週末

　情報 NEXT54

「西日本豪雨被災地 復興元年2019」

《あて先》v-times@bs.kkm.ne.jp
月刊ビデオタイムス

第10回中国地区番組アワード

（倉敷ケーブルテレビ 制作）

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！

19:00～

企画コーナー「まちスポ」は週ナカ

情報 NEXT54 で放送中！

 週ナカ

　情報 NEXT54
※６月放送分

「ワクワクが、才能を呼び覚ます」

プロフェッショナル仕事の流儀 ※６月放送分

活弁シアター【再】 子育てＴＶ ハピクラ④

飯南町長生き体操・うんなん幸雲体操

まめなかね体操

月～金 あさ 8：50 ～

安全キラキラ体操 えすこに体操

【撮影したビデオ・写真をご投稿ください】

第10回中国地区番組アワード

（中海テレビ 制作）

「中海再生への歩み～市民と地域メディアはどう関わったのか」
島大病院 ちょっと気になる

健康講座
森林（もり）のエキスパートをめざせ
～島根県立農林大学校林業科のご案内～

文字ニュース

　情報 NEXT54 あいラブせんりゅう
【宮城県 大崎ケーブルテレビ制作】

海士 X（アマックス）

 週ナカ

　 情報 NEXT54
企画コーナー「まちスポ」は週ナカ

情報 NEXT54 で放送中！

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】 木次線楽しみ方ガイド

「えきぐる！」

仙台発！音楽情報番組 BONBON-TV
【宮城県 仙台 CATV 制作】

「雪と闘うプロＳＰ」

【新番組】とんと昔があったげな

～ふるさとおもしろ話～

 週末

　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！

ラジオ風テレビ番組

「ラジテレ STATION」

特別編 ～ラジテレフェス～

「瀬戸内のハワイからアロハ
　　　　　～アロハ・フラ島高の熱い夏」

第10回中国地区番組アワード

（アイ・キャン 制作）

【再】海士 X（アマックス）

文字ニュース

　情報 NEXT54
島大病院 ちょっと気になる

健康講座
【再】 どこいく？れきはく！

週ナカ

　情報 NEXT54
第10回中国地区番組アワード

（中海テレビ 制作）
「中海再生への歩み～市民と地域メディアはどう関わったのか」

【再】

月～金 ひる 12：50 ～ 月～金 よる 20：50 ～

職業緊急支援番組「職レポ 特別編」

特別編では期間限定で飯南町公民館事業とキラキラ雲南の仕事にスポット
を当て、自宅に居ながら現在お休み中の文化教室や自粛中のイベントへ行
った気分に＆参加した気持ちになれるかもしれません！

25日（土）、26日（日）放送（31日 再放送）

「ラジテレSTATION」特別編 ～ラジテレフェス～

11日（土）、12日（日）放送（17日 再放送）ラジオ風テレビ番組

これまで番組にご出演頂いた地元出身アーティストやミュージシャンが登場する
テレビライブ番組ラジテレ特別編。聴き馴染みのある曲からオリジナルの楽曲まで
雲南飯南地域で活躍するアーティストを中心に、毎月ステージの模様をお届けします。

月 刊
ビデオタイムス

【再】 石正美術館から展覧会のお知らせ

19：30、翌日 1１：30、15：30

子育てＴＶ ハピクラ⑤
月 刊

ビデオタイムス
【再】プロフェッショナル仕事の流儀

令和2年度

雲南市戦没者追悼・

　　　　平和祈念番組

12:30～/18:30～/20:30～

19：30、翌日 1１：30、15：30
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お地蔵ものがたり

木次線楽しみ方ガイド
【再】 「えきぐる！」

「出会いが、力となる」

プロフェッショナル仕事の流儀
【再】

ラジオ風テレビ番組

「ラジテレ STATION」特別編 ～ラジテレフェス～

 週末

　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！

飯南高校特集！

「いいなん高校情報箱」
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

子も楽しく紹介します。

子育てＴＶ ハピクラ⑥

活弁シアター
「吉岡長太郎氏 保存映像」

「海峡の風を感じて～女性船長日記」
第10回中国地区番組アワード

（ケーブルネット下関 制作）
出雲のほそ道

森林（もり）のエキスパートをめざせ
～島根県立農林大学校林業科のご案内～

【再】

文字ニュース

　情報 NEXT54 CATV 情報ネットしまね 県立中央病院 えにし
～扉の向こうに～

 週ナカ

　 情報 NEXT54
企画コーナー「まちスポ」は週ナカ

情報 NEXT54 で放送中！

【再】

【再】
飯南高校特集！

「いいなん高校情報箱」

活弁シアター

「職レポ 特別編」

「地域の伝統をつなぐ～周防柱松」

「にんげんのＧＯ！
絶景！滝見物 落差１０００」

第10回中国地区番組アワード

第10回中国地区番組アワード

（Kビジョン 制作）
CATV 情報ネットしまね【再】

文字ニュース

　情報 NEXT54 出雲のほそ道【再】 ふるさと歴史発見！

 週ナカ

　 情報 NEXT54
企画コーナー「まちスポ」は週ナカ

情報 NEXT54 で放送中！

【再】

第１回　
紙芝居・童謡うたおう・城跡講座

笑いがいちばん
「人間観察の面白さ！」

【新番組】

「吉岡長太郎氏 保存映像」

（山口ケーブルビジョン 制作）

（土）18：30 ～ 2時間毎に放送

雲南市 市政の取り組み
シリーズ②

19：30、翌日 1１：30、15：30

雲南市 市政の取り組み
シリーズ①

（土）18：30 ～ 2時間毎に放送

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

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

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

日／曜

職業紹介番組 改め 職業緊急支援番組

「プロフェッショナル ～仕事の流儀～」

さまざな分野の第一線で活躍中の一流のプロの「仕事」を徹底的に掘り下

げるドキュメンタリー番組。普段はカメラの入れない仕事の現場に密着し、

時代と格闘しているプロの仕事に迫ります！

【10日】雪と闘うプロＳＰ

（金）

週ナカ

　情報 NEXT54 あいラブせんりゅう
【宮城県 大崎ケーブルテレビ制作】

「瀬戸内のハワイからアロハ～アロハ・フラ島高の熱い夏」
第10回中国地区番組アワード

（アイ・キャン 制作）

千賀の浦お散歩隊

【再】「海峡の風を感じて～女性船長日記」
第10回中国地区番組アワード

（ケーブルネット下関 制作）

安来人物伝　Part.35
～安来が生んだ先人達の物語～

「伝統演芸 大神楽に挑むお」 「職レポ 特別編」

【3日】菊地 昭洋（麻薬探知犬育成）

【17日】吉椿雅道（国際災害ボランティア）

笑いがいちばん
落語、漫才からマジック、コントまで、演芸のさまざまなジャンルについてよ
りすぐりの出演者たちの「芸」がたっぷり味わえる演芸番組。演芸そのものを
紹介するだけでなく、その楽しみ方や味わい方まで、家族そろって楽しめます。

笑いがいちばん

24日（金）、31日（金）放送

とんと昔があったげな 
民話のことなら何でも知っている島根大学名誉教授で民話研究者の酒井董
美さんが民話の面白さをやさしくご紹介。出雲地方に伝えられてきた昔の
お話を語り部さんたちにお話ししていただきます。

県内木材生産量の年々の増加に伴い、若い技術者を求める林業事業体が増え
ています。島根県立農林大学校林業科の授業内容などをご紹介します。

9日（木）放送

【新番組】

【新番組】

【再】

森林（もり）のエキスパートをめざせ
6日（月）放送（20日 再放送）

第１回 
紙芝居・童謡うたおう・城跡講座

飯南町 吉岡長太郎活動写真弁士保存会の面々が毎回懐かしのフィルム映

像をユーモアたっぷりに読み語ります。第三弾は、かつて中国山地一帯

を興行に歩いた吉岡長太郎さんが残した貴重な飯南の映像フィルムを活

弁士がご紹介します。

「活弁シアター」 18日（土）、19日（日）放送（24日 再放送）

上映内容「吉岡長太郎氏保存映像」


