雲南市・飯南町事務組合

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

５

【https://www.facebook.com/jimukumiai】

ジムクミ

第３０回 永井隆平和賞発表式典
5月17 日（月）18 時 ～ 3 時間毎
長崎で被爆しながらも負傷者の救護にあたり、生涯を
通じて愛と平和の大切さを訴え続けた三刀屋町出身の
医師・永井隆博士の想いを後世に繋ぐ「永井隆平和賞」
の発表式典の模様をお送りします。
【内容】市長あいさつ、受賞者紹介、最優秀賞者朗読
記念行事など

日／曜

１

（土）

２

（日）

で

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）
月～金 あさ 8：50 ～ 月～金

まめなかね体操

18:00 ～

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！

19:00 ～

えすこに体操

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

雲南でチャレンジＴＶ
～ 子ども ×若者チャレンジ編 ～

【再】

雲南でチャレンジＴＶ
～ 大人 ×企業チャレンジ編 ～

※18 時から3 時間毎

（月） 【再】飯南町文化協会発表会

４

（火） 【再】ラメールミュージカルスクール公演
「MOMOLY LAND 2021」

５

（水） 【再】UNNAN-IINAN 地域おこし協力隊 NAVI

６

（木）

島大病院 ちょっと気になる

７

（金）

アニメ

８

（土）

週末

１０

月～金 よる 20：50 ～

【再】

３

９

ひる 12：50 ～

安全キラキラ体操

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

週末

※20 時から3 時間毎

【再】お仕事緊急支援番組「職レポ 特別編 」最終回

※18 時から3 時間毎

※20 時30分から3時間毎

文字ニュース

情報 NEXT54
※20 時から3 時間毎

※ 18 時から3 時間毎

（日）

とんと昔があったげな

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！

～ふるさとおもしろ話～

※３月放送分 【気仙沼ケーブルネットワーク制作】

健康講座 【再】わがと家の人々

忍たま乱太郎

気仙沼めっけ

あいラブせんりゅう

【撮影したビデオ・写真をご投稿ください】

月刊ビデオタイムス 《あて先》v-times@bs.kkm.ne.jp

（月） 【再】しまね映画塾クロージングイベント作品発表上映会

１ １ （火）

文字ニュース

１２ （水）

週ナカ

１３ （木）
１４ （金）
１５ （土）

情報 NEXT54

企画コーナー「まちスポ」は週ナカ
情報 NEXT54 で放送中！

アニメ

【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
島大病院 ちょっと気になる

情報 NEXT54

2021

検索

【再】

仙台発！音楽情報番組

安来人物伝
～安来が生んだ先人達の物語～

木次線楽しみ方ガイド

「えきぐる！」

健康講座

【宮城県 仙台 CATV制作】

BONBON-TV

※18 時から3 時間毎

県立中央病院「えにし」
～扉の向こうに～

忍たま乱太郎 【再】月刊ビデオタイムス

週末

情報 NEXT54

ラジオ風テレビ番組「ラジテレ

STATION 」

日／曜

16 （日）
17 （月）
18

（火）

18:00 ～
週末

※18 時から3 時間毎 【静岡県 TOKAIケーブルネットワーク制作】※ 20 時から3 時間毎

第３０回永井隆平和賞発表式
第３
０回永井隆平和賞発表式典
文字ニュース

情報 NEXT54
週ナカ

２０ （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！

２１ （金）

アニメ

２２ （土）

週末

２４

歴史探訪～天守を想う地元旅～

【再】あいラブせんりゅう

情報 NEXT54

ふるさと歴史発見！
木次線楽しみ方ガイド

【再】

出雲のほそ道

「えきぐる！」

CATV 情報ネットしまね 【新番組】探偵社、ぶらり

忍たま乱太郎 【再】ラジオ風テレビ番組「ラジテレ STATION 」
飯南高校特集！

第十三弾
「いいなん高校情報箱」 活弁シアター

情報 NEXT54

今月も「シャッフル活弁」
。以前にお送り
した海外ドタバタコメディ「無理矢理
ロッキー破り」を景山酒時が読み語ります。

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。

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！

※18 時から3 時間毎 【宮城県
（マリネット）制作】※ 20 時から3 時間毎
【静岡県宮城ケーブルテレビ
TOKAIケーブルネットワーク制作】

（月） 【再】
第３０回永井隆平和賞発表式典
第３０回永井隆平和賞発表式

２５ （火）

営農情報コーナー
文字ニュース
情報 NEXT54 「中干しについて」

２６

（水）

週ナカ

２７

（木）

企画コーナー「まちスポ」は週ナカ
情報 NEXT54 で放送中！

情報 NEXT54

２８ （金）

アニメ

29 （土）

週末

30 （日）

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！

31

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

【再】 情報 NEXT54 【再】ラジオ風テレビ番組「ラジテレ STATION 」

19 （水）

２３ （日）

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

歴史探訪～天守を想う地元旅～
千賀の浦お散歩隊

まーすぽ

【再】出雲のほそ道

県立中央病院「えにし」

【再】

～扉の向こうに～

【新番組】
山下時子の石見行雲流水

【再】活弁シアター 第十三弾

わがと家の人々

忍たま乱太郎 【再】飯南高校特集！「いいなん高校情報箱」

情報 NEXT54

職業紹介番組 「職レポ 5 月号」
30 日（日）13 時 00 分 ～16 時 00 分

全国植樹祭しまね 2021
木でつなごう人と森との縁（えにし）の輪

（月） 【再】CATV情報ネットしまね 【再】まーすぽ

【新番組】探偵社、ぶらり（制作：石見ケーブルビジョン）
浜田を、ぶら～り。江津も、ぶら～り。あんな物や人、場所
を求めて、ぶら～り。探偵社がぶ～らりします。半期に
一度、総集編「探偵社、ぶらり、くるり。」もあります。
5/20（木）19 時 30 分 ～ 2時間毎

職業紹介番組「職レポ 5 月号」
制作スタッフの福間が市内・町内の企業や事業所にお邪魔して
現場で仕事を体験する番組です。今月は「雲南消防本部」訓練の
様子をお届けするほか、最前線で働く人たちの思いを伺います!
5/29（土）19 時 00 分 ～ 2時間毎

【新番組】山下時子の石見行雲流水（制作：石見ケーブルビジョン） 【島根県ケーブルテレビ協議会ネットワーク生中継】
全国植樹祭しまね2021木でつなごう人と森との縁（えにし）の輪
石見焼の窯元で歌手でもある山下時子さんが、石見のモノ
や食、人との触れ合いを通じて、故郷の魅力をお伝えし
ます。テンションが上がると出てくる時子さんの生歌も
必聴です！

大田市三瓶山北の原を会場に開催される全国植樹祭の式典や
記念行事の模様などを生中継でお送りします。
5/30（日）13 時 00 分 ～ 16 時 00 分（生中継）

5/26（水）19 時 30 分 ～ 2時間毎

※新型コロナウイルス感染症の状況により、番組の開始時刻の変更や番組内容変更、
短縮する場合があります。

