2021

5

わくわく工作

5

5:00 ＱＶＣ

6
7

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

7:30
7:50
8:00
8:15
8:30
8:45

風景印 220 景 RE
松鶴家一若の感謝の手紙

©Media Caravan Ltd.

プレミアム

デジタルベーシック

毎日、周南地域の情報満載で元気に放送中！

121 コミュニティチャンネルＣＣＳ１2

gyutto
①7 : 00②12 : 00③18 : 00
④20 : 30 ●毎週月曜更新

美味いもの探検七つ星食堂
ツヨシのゴー！ＧＯ！動物園
ぴんぽんスマッシュ
旅すればしゅうなん

放送 ５月５日 21：00

●毎月1日・16日更新

ぶ〜ち！
！パラダイス
①6 : 29②13 : 00③22 : 30
●毎月1日・16日更新

周南市市政だより
①6 : 00②15 : 00③22 : 00
●毎月1日更新

ツヨシのゴー！ＧＯ！
動物園

身近な材料を使ってカンタン
工作。みやび先生と一緒に工作
名人になろう。
ナビゲーター：藤嶋みやび
[ ５/ 1 号 ]
ギザギザハサミ
[５/16 号 ]
ぐんぐんのぼろう
プレミアム

①8:15②15:20

●毎月1日更新

デジタルベーシック

111

毎時０分〜（30分間）

タイムリミットは２４時間。チャ
ンネル銀河で初放送のノンス
トップ・アクション歴史ドラマ
第１話を 特 別 放 送。※全 話 は
チャンネル銀河（４Kプレミアム
またはプレミアムコース）でご
視聴頂けます。

釣り情報

感謝の手紙

バレたらあかん!!

①7:50②14:15③20:00

①13:30②21:30

●毎週月曜更新

●毎月1日更新

漫談家松鶴家一若が「感謝」を
キーワードに出会いと笑いを
お届けします。

県東部の瀬戸内海から、かおり
んとユニークな釣り仲間たち
がお届けする釣り情 報バラエ
ティー。
ナビゲーター：井上華織

プレミアム

デジタルベーシック

最新の気象情報を24時間放送中。

市議会中継やイベント情報等を放送中。

コミュニティチャンネルＣＣＳ１1

市内ライブカメラ

9:00 狛さんぽ
9:15 こころてれび
9:30 テレビショッピング

9

11

周南市市政だより
見て見てしゅうなん
周南しゃっきり体操
お腹ぺったんこ体操
ぶ〜ち！
！パラダイス

7:00 gyutto

8

10

6:00
6:15
6:20
6:26
6:29

長安二十四時

①12:45②19:30③21:15

CCS12・CCS11 番組表

松鶴家一若の

特別番組

みやびらんど

市内各所に配置されたライブ
カメラによる気象、交通、河川
状況や景観をご覧頂けます。

文字放送

毎時３０分〜（30分間）

プレミアム

イベントや行事の開催告知等、地
域の情報掲示板です。掲載につ
いては編成制作部まで。

デジタルベーシック

24時間生放送。
通販番組。

10:00 CCSタイム

周南の“いま”がわかる情報番
組。皆さんの身近な話題をお伝
えします。取材依 頼や情 報提
供など気軽にお寄せください。
ナビゲーター：井上華織・木村
修太郎

11:00 けーぶるにっぽん
11:30 原田侑子の風と気ままに
11:45 フォトこと周南人
12:00 gyutto

12:30 旅すればしゅうなん
12:45 わくわく工作みやびらんど
12:55 びびびの美
13:00 ぶ〜ち！
！パラダイス
13:30 釣り情報バレたらあかん‼
13:45 シングルへの道
14:00 美味いもの探検七つ星食堂
14:15 松鶴家一若の感謝の手紙
14:30 テレビショッピング

15:00
15:15
15:20
15:30
15:45

周南市市政だより
見て見てしゅうなん
ツヨシのゴー！ＧＯ！動物園
原田侑子の風と気ままに
魅力探求秘密結社 ガチューシャ！
！

16:00 CCSタイム

狛さんぽ
①9 : 00②19 : 00
●毎月1日・16日更新

市民の笑顔満載のときめき情報
番組。ナビゲーター：福井恭子・
小田遥・マジシャン喜助・もりか
わゆき
[ ５ / 1 号 ] ●お店の味をお家
で／ジェラート屋さんで 頂く
ベーグルサンド「ジェラテリア
クラキチ」
●喜助の魔法の時間
／ひっくりエース！●それっ！ま
かせちょきぃ！／500円ピザを
検証
「ESOLA」

旅すればしゅうなん
①8 : 45②12 : 30③23 : 30

●毎月1日・16日更新

周南市の広報番組。
[ ５/ 1 号 ]
さあ、今やろう！災害への対策と
備え

ツヨシと飼育員たちが徳山動
物園の魅力、かわいい動 物た
ち を 楽 しく 紹 介 。ナ ビ ゲ ー
ター：ゆっきー、まよ、じゅり、
ツヨシ
[５/1号 ]
可愛さ満載のレッサーパンダ
展の魅力を紹介

#44
魅力探求秘密結社

美味いもの探検

①15：45②20:15③24:30

①8 : 00②14 : 00③23 : 45

ガチューシャ！
！

●毎月1日・16日更新

七つ星食堂

CHA CHA DO 代表

●毎月1日・16日更新

門脇まゆみさん

17:00 ぐるぐる中四国
17:15 ぴんぽんスマッシュ
17:30 けーぶるにっぽん

18:00 gyutto

18:30 特 TAKE OUT の達人 ＳＨＵＮＡＮお家コンシェルジュ
18:50 SOUND VIEW ばんなび
19:00
19:15
19:30
19:45

狛さんぽ
フォトこと周南人
わくわく工作みやびらんど
こころてれび

20:00 松鶴家一若の感謝の手紙
20:10 びびびの美
20:15 魅力探求秘密結社 ガチューシャ！
！

20:30 gyutto

21:00
21:15
21:25
21:30
21:45

ぐるぐる中四国
わくわく工作みやびらんど
らんぷの時
釣り情報バレたらあかん‼
ぴんぽんスマッシュ

特

５/５ 21：00

長安二十四時

22:00 周南市市政だより
22:15 見て見てしゅうなん
22:30 ぶ〜ち！
！パラダイス
23:00
23:15
23:25
23:30
23:45

石造物愛好家の藤井克浩さん
と一緒に狛犬を通じた街歩き。
各地の魅力探訪。
ナビゲーター：ごうだなおこ
[５/ 1号 ]
神上神社スペシャル 前編
[５/16 号 ]
神上神社スペシャル 後編

特 CARP TIMES
TAKE OUT の達人
SOUND VIEW ばんなび
ウエスタン・リーグ
ダイジェスト
びびびの美
※日程は右記参照
旅すればしゅうなん
美味いもの探検七つ星食堂
特

フォトこと周南人
①11:45②19:15

●毎月1日更新

名所旧跡、歴史文化を訪ね、小
さくても奥深い周南の旅。
ナビゲーター：堀永州平・水津
香織
[ ５/ 1 号 ] 里山をめぐる小さな
旅 中編 〜山口・徳地島地の
重源の郷を訪ねます
[５/16 号 ] 里山をめぐる小さな
旅 後編 〜周南市から車で一
時間圏内、徳地の魅力

ＣＣＳタイム
①10:00②16:00
●毎月1日・16日更新

街の隠れた魅力や情報を自撮
りスタイルのライブ感満載で取
り上げる地域情報バラエティー。
ナビゲーター：テリヤキダイナマ
イト
[ ５ / 1 号 ] 周南 市の聖 火ラン
ナーコースを予習＆周辺探求
[ ５/ 16 号 ] 視聴者情報をもと
に激坂調査

取材依頼・情報提供はこちら
TEL

FAX

Mail

0834-32-4262（編成制作部直通）
0834-21-3679
ccstv@ccsnet.ne.jp

● 番組の内容・放送時間が予告なく変更になる場合がありま
す。あらかじめご了承ください。● ＣＣＳは国や周南市からの災
害・避難関連情報（準備・勧告・指示）等を瞬時に表示するＬア
ラート・Ｊアラートシステムを導入しています。

二番町にあるフラワーショップCHA

CHA DO（チャチャドゥー）。店内のき
れいな淡いバイオレットの壁の色が印

らんぷの時
①21: 25

ウエスタン・リーグ
ダイジェスト

●毎月1日・16日更新

夫ですよというのを届けたいと思って

している。
アレンジメント教室は勿論、

います。
お花を渡す場面であなたって

門脇さんは山口放送のアナウンサー

を経て、
アメリカでフラワーアレンジメ
ントを学びCHA CHA DOを起業して

25年になる。周陽の店舗から始まり、

旧日下医院を経て二番町に移転した。
アレンジメントの世界大会に出場した

インタビューと写真で伝える周
南人。地域で輝く市民の素顔を
クローズアップ。
インタビュアー：恵雅子
写真：林義明（林写真館）
[ ５/ 1 号 ]
川崎西自治会 会長
大野貞基さん

音楽・ダンス・伝統芸能など市
民による様々なステージをお
楽しみください。
[ ５/ 1 号 ]
新南陽高校吹奏楽部
スプリングコンサート2021
[５ /16 号 ]
徳山高校吹奏楽部
第12回定期演奏会

ＬＡＭＰと共に癒しの時をお届
けします。４Ｋ制作による美し
い映像をお楽しみください。
協力：すおうらんぷ
[ ５/ 1 号 ]
観桜会とランプのコラボ

岩国市由宇町の広島東洋カー
プ由宇練習場で行われる二軍
戦のダイジェストをシーズン中
１６試合放送します。

放送 下記日程 23：00

5 / 8 ‑5/10
5/15‑5/17
5/22‑5/24
5/29‑5/31

対阪神
対中日
対ソフトバンク
対オリックス

返った。

二番町に移転してからサロンスペース

の色がカラーメッセージとして、大丈

大丈夫よって伝えたいと思って。
」
と話
特 CARP TIMES

言葉の一つだと思っています。
」
と振り

象的だ。
代表の門脇まゆみさんは、
「こ

す。

24:00 けーぶるにっぽん
24:30 魅力探求秘密結社 ガチューシャ！！
24:45 シングルへの道
25:00 ＱＶＣ

地域の料理人たちが自慢の一
品を披 露。周南には多彩な味
覚が満載。
ナビゲーター：鶴原咲織
[ ５/ 1 号 ]
BEL EPI 稲垣ルツさん
「ドロップクッキー」

こともあり、
第11回WAFA世界大会INア
イルランドでは奨励賞を受賞した。
そ
の時のことについて、
「現地で花材を

集めるために色んな方に助けていた

だいて出会いもあったと思います。
パーティーには世界各国から900名く
らいお越しになって、各国の方とお話
しするにもみなさん英語を頑張って使

うのですが、お花でコミュニケーショ
ンできるというか、
私にとってお花は

を作り、
様々なカルチャー教室を開催
英会話やサルサダンスなどジャンルの

幅は広い。
そして昨年からは婚活カウ
ンセラーも始めたという。

「もうびっくりしますね。
私が人と人を

繋ぐっていう風にお花についてとても

思っているんですね。そういう風にカ

ルチャーや趣味につなぐことを頑張っ
てきているのですが、いつも人を繋ぐ
人を繋ぐと言っていたら、親友から男

写真撮影／林義明（林写真館）

女を繋ぐことが最も重要な仕事じゃな

いの？と言われて。
スタッフも賛成して

くれたので始めることができました。

最近は女性だけでなくて、
アレン

間をあげたいということで花を

ね、
そこにお花があるという小さな幸

供たちも男の子が多くなってき

ることでその風景や空気が全然

小さな幸せの種を蒔くと言うのですか
せ、趣味を持つ幸せ、学びと自分がつ
ながっていく幸せ、それと大切な男女

の巡り合う幸せそういう３つのことを
テーマに小さな幸せを育てて咲かせ

て欲しいといのがCHACHADOのテー
マです。
」
と話す。

ジメント教室に参加している子

たという。
「花を飾るということ
は決して女性らしいという意味

ではなく、
ほっとする時間を作る
ためだと思う。」と門脇さんは話

す。
「生徒さんで、
受験に合格した
お子さんのためにほっとした時

買われてる方もいました。
花があ

違ってくるので、すごく簡単なこ

とだと思います。
花を一輪飾る、
是非スタートしてみてほしいで

す。
好きな花屋さんを見つけて欲
しいと思います。」と笑顔で話し
た。

