MONTHLY
Facebookで番組ブログがご覧頂けます！ PROGRAM
GUIDE 11ch
飯南放送センター (0854)76-3033
木次放送センター (0854)42-5800

雲南市・飯南町事務組合

【https://www.facebook.com/jimukumiai】

ジムクミ

島根県議会定例会 本会議「生放送」
112ch（お天気チャンネル）にて島根県議会定例会本会議の模様がご覧になれます。
◆県議会放送日時◆（10 時 ～ 放送開始）
2 月16 日（火）／本会議初日、24日（水）／本会議「代表質問」
2 月 25 日（木）～ 3 月 3 日（水）／ 本会議「一般質問」
3 月 4 日（木）～ 5 日（金）／ 本会議「一問一答質問」
3 月 8 日（月）／ 本会議「知事追加議案上程等」
「委員会付託」
3 月16 日（火）／ 本会議《島根県ケーブルテレビ協議会ネットワーク生中継》

で

２
2021

検索

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/】

飯南町長生き体操・うんなん幸雲体操
（毎日 午前９時と午後２時から放送中）

【112ch の見方】 ※リモコンのメーカーや種類によって表記や場所が異なります。
月～金 あさ 8：50 ～ 月～金 ひる 12：50 ～ 月～金 よる 20：50 ～
・リモコン 11 を押しチャンネルを いいなんネット 111ch に合わせる。
えすこに体操
・チャンネルボタン 上矢印▲ を1回押すと いいなんネット112ch に移行する。 まめなかね体操 安全キラキラ体操

日／曜

18:00 ～

19:00 ～

19:30 ～

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

しまね伝統芸能祭

※18 時から 4 時間毎

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

第46回番組アワード受賞作品

１

（月） 【再】
「芸能開闢古事記」出演 : 深野神楽保存会 「歌は暗闇を越えて」

２

（火）

文字ニュース

情報 NEXT54

３

（水）

４

（木）

５

（金）

アニメ

６

（土）

週末

７

（日）

島大病院 ちょっと気になる

健康講座

地域とともに未来を描く！
【再】～高校生の地域課題解決型学習～
※1月放送分

第46回番組アワード受賞作品

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！

※ 21時から 4 時間毎

「東近江の語り部 2019
学童集団疎開 愛平和」
【宮城県 大崎ケーブルテレビ制作】

あいラブせんりゅう

【再】お地蔵ものがたり

グラントワチャンネル

忍たま乱太郎 【再】お仕事緊急支援番組「職レポ 特別編 」※1月放送分

情報 NEXT54

月刊ビデオタイムス

雲南・飯南の話題やお知らせを
盛り沢山の内容でお届けします！

日本遺産シンポジウム

※18 時から 3 時間毎

８

（月） 「石見の火山が伝える悠久の歴史」

９

（火）

１０

（水）

文字ニュース

情報 NEXT54
情報 NEXT54

１ １ （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！

１２ （金）

アニメ

１３ （土）

週末

《あて先》v-times@bs.kkm.ne.jp

第46回番組アワード受賞作品

【再】

【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

とんと昔があったげな
～ふるさとおもしろ話～
木次線楽しみ方ガイド

「えきぐる！」

歴史探訪 ～天守を想う地元旅～
島大病院 ちょっと気になる

【再】

※ 21時から 3 時間毎

「歌は暗闇を越えて」

【静岡県 TOKAI ケーブルネットワーク制作】

週ナカ

【撮影したビデオ・写真をご投稿ください】

健康講座

【再】グラントワチャンネル

忍たま乱太郎 【再】月刊ビデオタイムス
※18 時から 3 時間毎

情報 NEXT54

※21時から 3 時間毎

ラジオ風テレビ番組

「ラジテレSTATION」特別編 ～ラジテレフェス～

１４ （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！

１５

15 時
鉄の歴史村フォーラム2020 ※18 時、22時、翌10 時、

第46回番組アワード受賞作品

※ 21時から 4 時間毎

（月） 「菅谷たたら山内総合文化調査報告会」 【再】
「東近江の語り部2019 学童集団疎開 愛平和」

18:00 ～

日／曜

16 （火）

文字ニュース

17 （水）

週ナカ

18

（木）

企画コーナー「まちスポ」は週ナカ
情報 NEXT54 で放送中！

２０ （土）

週末

２１ （日）
２２ （月）
（火）

ウンパくんと自然環境を学ぼう

仙台発！音楽情報番組

木次線楽しみ方ガイド

BONBON-TV 【再】 「えきぐる！」

【宮城県 大崎ケーブルテレビ制作】

【再】あいラブせんりゅう どこいく？れきはく！
ラジオ風テレビ番組

忍たま乱太郎 【再】「ラジテレ STATION」特別編 ～ラジテレフェス～
「アオハルうんなん」

情報 NEXT54

～高校生のチャレンジ Vol.3 ～
雲南市の社会教育プログラム「中高生の
幸雲南塾」に参加するなど様々なステー
ジで頑張っている雲南市内の高校生を
ご紹介します。

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！

活弁シアター
「結核予防第二巻」

【再】日本遺産シンポジウム「石見の火山が伝える悠久の歴史」※18時から4時間毎 【再】
出雲のほそ道 ※21時から4時間毎

生中継

13：30 ～16：00

第16回「竹島の日」記念式典

文字ニュース

— 竹島・北方領土返還要求運動県民大会 —

CATV 情報ネットしまね

情報 NEXT54

【宮城県 宮城ケーブルテレビ（マリネット）制作】

２４ （水）

週ナカ

２５ （木）

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！

２６ （金）

アニメ

２７ （土）

週末

（日）

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

【宮城県 仙台 CATV制作】

情報 NEXT54

アニメ

２８

19:30 ～

出雲のほそ道

情報 NEXT54

19 （金）

２３

19:00 ～

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

千賀の浦お散歩隊

情報 NEXT54

「アオハルうんなん」
【再】
～高校生のチャレンジ Vol.3 ～

忍たま乱太郎 【再】活弁シアター

情報 NEXT54
雲南・飯南の話題やお知らせを
盛り沢山の内容でお届けします！

お地蔵ものがたり

【再】ウンパくんと自然環境を学ぼう
【静岡県 浜松ケーブルテレビ制作】

ふるさと歴史発見！

【再】どこいく？れきはく！

お仕事紹介番組改め緊急お仕事支援番組

「職レポ 特別編 2 月」

日本遺産認定記念シンポジウム
「石見の火山が伝える悠久の歴史」
2/8（月）18 時 ～ 4 時間毎（再放送 22日）

鉄の歴史村フォーラム 2020
2/15（月）18 時、22 時 2/16（火）10 時、
15 時

基調講演 講師：東洋大学大学院客員教授 丁野 朗
「日本遺産の意義と活用手法」
パネルディスカッション
「おおだの宝を活かす」

鉄の歴史村フォーラム2020「菅谷たたら山内総合文化
調査報告会」の様子を放送します。報告会では、調査を
おこなった各方面の有識者たちが菅谷たたら山内の当時
の生活風景など新たに分かった人々の暮らしや山内の施
設、住居について報告します。

活弁シアター「結核予防第二巻」

職レポ特別編 2月

2/20（土）19 時 30 分 ～ 2 時間毎（再放送 26 日）

かつては不治の病とされていた「結核」の感染経路や
予防法などをまとめたアニメーションフィルム。恐る
べき流行り病に当時の人々がどう立ち向かったのか。
現在と通ずる部分があるやもしれません。
島根県ケーブルテレビ協議会
ネットワーク生中継

2/22（月）
13時30分～16時

2/27（土）19 時 ～ 2 時間毎

飯南町公民館協議会とキラキラ雲南の仕事にスポットを
当て活動の様子をご紹介します。お休み中の文化教室や
イベントに参加した気分になれるかもしれない？番組で
す♪ 2 月は「イチから作る 3 分クッキング」と「吹奏楽
アンサンブルコンサート」です。

第16回「竹島の日」記念式典 — 竹島・北方領土返還要求運動県民大会 —

月刊ビデオタイムスでは、皆さんからのビデオや写真の投稿をお待ちしています！地域の行事やお子さんの発表会、我が家の
ペット自慢などありましたらどんどん送ってください！また、ビデオの貸し出しもおこなっていますのでくわしくはケーブル
テレビ（木次放送センター 0854-42-5800、飯南放送センター 0854-76-3033）までお問い合わせください。

