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CCS12・CCS11 番組表

TAKE  OUTの達人 
SOUND VIEW ばんなび
びびびの美
旅すればしゅうなん
美味いもの探検七つ星食堂

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

121 コミュニティーチャンネル１2
毎日、周南地域の情報満載で元気に放送中！プレミアム デジタルベーシック
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5:00
6:00
6:15
6:20
6:26
6:29

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

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

12:00 gyutto

18:00 gyutto

20:30 gyutto

風景印220 景 RE
松鶴家一若の感謝の手紙
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

9:00
9:15
9:30

狛さんぽ
こころてれび
テレビショッピング

13:00
13:30
13:45

ぶ～ち！！パラダイス
釣り情報バレたらあかん‼
シングルへの道

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！！

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  

23:00
23:15
23:25
23:30
23:45

11:00
11:30
11:45

けーぶるにっぽん
原田侑子の風と気ままに
フォトこと周南人

12:30
12:45
12:55

旅すればしゅうなん
わくわく工作みやびらんど
びびびの美 

17:00
17:15
17:30

ぐるぐる中四国
ぴんぽんスマッシュ
けーぶるにっぽん 

18:30
18:50

 TAKE  OUTの達人 ＳＨＵＮＡＮお家コンシェルジュ
SOUND VIEW ばんなび

20:00
20:10
 20:15

松鶴家一若の感謝の手紙
びびびの美
魅力探求秘密結社ガチューシャ！！

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

14:00
14:15
14:30

美味いもの探検七つ星食堂
松鶴家一若の感謝の手紙
テレビショッピング

22:00
22:15
22:30

周南市市政だより
見て見てしゅうなん
ぶ～ち！！パラダイス

24:00
24:30
24:45

けーぶるにっぽん
魅力探求秘密結社ガチューシャ！！
シングルへの道

25:00 ＱＶＣ

ＱＶＣ

●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。

0834-32-4262（編成制作部直通）
0834-21-3679

TEL
FAX
Mail ccstv@ccsnet.ne.jp

取材依頼・情報提供はこちら

ぶ～ち！！パラダイス
①6:29②13:00③22:30
●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・藤原真
希
[６/ 1号 ] ●ふ～ちゃんのいた
だきま～す／野菜中心のヘル
シーランチ「農家レストラン た
ぬき」●喜助の魔法の時間
／プリントカード他●街角ラン
キング！／フルーツブティック・
カージュ

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

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

旅すればしゅうなん
①8:45②12:30③23:30
●毎月1日・16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
[６/1号 ] 里山の小さな旅　徳
地編③
[６/16号 ] 里山の小さな旅　
徳地から山口・仁保へ

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
[６/ 1号 ]
米粉と発酵のお料理教室 たむ
らみゆきさん「米粉蒸しパン」
[６/16号]
イタリア食堂Bamboo 竹重嘉
亮さん

美味いもの探検
七つ星食堂

①8:00②14:00③23:45
●毎月1日・16日更新

フォトこと周南人

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）
[６/ 1号 ]
周南市防災アドバイザー
防災士　城浩之さん

①11:45②19:15
●毎月1日更新

狛さんぽ

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
[６/1号 ]
金字塔　四熊ヶ岳権現社と四
熊ヶ嶽神社の狛犬
[６/16号]
ご先祖さま 小畑河内神社
今八幡宮　山城屋酒造が奉納

①9:00②19:00
●毎月1日・16日更新

CARP TIMES
ウエスタン・リーグ
ダイジェスト

6 / 12-6/14 対阪神

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。

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。
[６/ 1号 ]
劇団わ「明日はあしたの風が吹
く」（2019）

ＣＣＳタイム
①10:00②16:00
●毎月1日・16日更新

●毎月1日・16日更新

ぴんぽんスマッシュ こころてれび
①8:30②17:15③21:45

下記日程　23：00

KAZUKEN卓球のKAZU先生と
卓球初心者SAKIちゃんが、奥
深い卓球の魅力をわかりやす
くお伝えします!
ナビゲーター：ＫＡＺＵ先生・Ｓ
ＡＫＩ
[６/ 1号 ]
福川中学校卓球部　前編
[６/16号] 後編

原田侑子の
風と気ままに

周南市市政だより

周南市の広報番組。
[６/ 1号 ]
第29回 林忠彦賞　「私の知らな
い母」笠木絵津子

①6:00②15:00③22:00
●毎月1日更新

①9:15②19:45
●毎月1日更新

地域の福祉・医療の当事者や
専門家に障がい・病気・介護が
抱える課題を聞き、「知る」「考
える」きっかけに。
ナビゲーター：大橋広宣・恵雅
子
[６/ 1号 ]
山口の介護・福祉を盛り上げた
い！11＝JacK(ジャック)の皆さ
ん　前編
[６/16号] 後編

魅力探求秘密結社
ガチューシャ！！

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
[ ６ / 1 号 ] ビストロ地元１０
０％

①15：45②20:15③24:30
●毎月1日・16日更新

放送

特

シンガーソングライター原田侑
子さんが県内を散策して各地
の魅力を紹介。

市議会３月定例会の模様を生
中継・録画再放送でお送りしま
す。議会開催日程や放送予定
は、周南市議会のホームページ
をご参照ください。

①11:30②15:30
●毎月1日更新

特          CARP TIMES
ウエスタン・リーグ
ダイジェスト
※日程は右記参照

写真撮影／林義明（林写真館）

川崎西自治会 会長

大野貞基さん

旧新南陽市の東を流れる富田川は、毎
年５月に鯉のぼりの泳ぐ姿が風物詩
だ。すぐ傍らの山肌には、平安時代か
ら崇められる川崎観音堂がある。明治
に始まる毎月17日の縁日は多くの人が
参拝し、安産や子育て祈願でも厚い
信仰を集めている。昭和後期からは、
川の環境整備を周辺５つの自治会が、
観音堂の管理と運営を２つの自治会
が協力して行っているという。

川崎西自治会で会長を務めて13年の
大野さん。39歳から30年以上自治会
に携わり、地元の景観と人々のつなが
りのある地域づくりに励んできた。昨
年からは観音堂世話人副会長を務め
る。「ここに生まれた子どもたちは小さ
いうちから寺山の掃除に来ます。」と
目を細めた。山頂へ続く満開の桜を眺
めながら「30代の頃、自治会若手役員

で植えた。」と当時を振り返り「大昔か
ら信仰しお参りしてきたものを私らの
代で絶やすわけにはいかない。」と語
る。

新南陽市役所職員に採用され、この地
に家を構えて40年。職場でも先輩の後
ろ姿がお手本だった。その頃のつなが
りや経験は自治会長を発端に、瀬戸
内環境保全功労者表彰など多数の受
賞歴ある富田川を美しくする会の会
長、また富田地区自主防災協議会長と
しても役立っていて「富田東地区、特に
富田川は地形的に氾濫の危険があ
る。」と将来を見据えた東小学校での
環境学習や、新南陽地域全体の避難
訓練も計画。地域の特性を踏まえ愛

着が持てるような取り組みを行
う中で「自分の命は自分で守りん
さい。」と繰り返し伝えている。

少子高齢化が進む自治会運営に
は「住んでおられる方が楽しめ
る、その時々に合った活動を考え
ている。」と話し、「新しい世代に
若い力を吹き込んでもらい、事
業の広がりを新しい発想で参加
しやすく、昔からの地元の人たち
の想いをつなげていきたい。」と
意欲を示す。

「次は自分の番。」と仰る大野さ
んの言葉に全てが凝縮されてい
る。

私の町内自治会でも今年度役員
が決まって早々、自治会全員が
会員で腰を据えた役員の活動に
感心した。自分が住まう地域を
知り協力して守ることは、暮らし
の安全に繋がると感じた。

現在、川崎観音堂は登録有形文
化財の調査が進められており
「一帯が散歩コースになれば。」と
のこと。周南にまた１つ楽しみな
エリアが増えそうだ。
　　　　　　　　　　文／恵雅子

#45

最新の気象情報を24時間放送中。

プレミアム デジタルベーシック

24時間生放送。通販番組。

プレミアム デジタルベーシック

コミュニティーチャンネル１1
プレミアム デジタルベーシック

111
市議会中継やイベント情報等を放送中。

周南市議会
５月１５日に生中継したシンポジ
ウムの模様を再放送。第１部基調
講演「名桜大学と地元やんばる
の創生」。第２部パネルディスカッ
ション「徳山大学公立化の意義、
課題、展望」。

徳山大学公立化検討シンポジウム
～大学を生かしたまちづくり～

見て見てしゅうなん
①6:15②15:15③22:15
●毎月1日・16日更新

スポ少、部活、サークルなどの
市民活動や幼稚園・保育園児
たちの夢、身近な人々の笑顔と
元気を発信。

風景印２２０景RE
7:30
●毎月1日・16日更新

県内の郵便局226局を訪問し
て風景印（消印）を押してもら
い、描かれた場所をレポート。

けーぶるにっぽん SOUND VIEW
ばんなび

①18:50②23:15
●毎週月曜更新

県内アマチュアバンドの熱い
サウンドを、ライブハウスなら
ではの臨場感ある映像でお届
けします。

①11:00②17:30③24:00
●毎月1日・16日更新

全国のケーブルテレビが各地
の食や伝統、祭など「地域の
宝」を４Ｋ制作で発信。

6/ 1-6/7
6/ 8-6/13

18：00
10：00

放送


