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CCS12・CCS11 番組表

狛さんぽ
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ＣＣＳ１2
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
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

風景印220 景 RE
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

狛さんぽ
①9:00②19:00③23:00
●毎月1日・16日更新

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
[ ９ / 1 号 ] 火の用心　下松市
の防火にまつわる狛犬を紹介
[ ９/ 1 ６ 号 ] 萩動物園　萩市
の動物的な雰囲気を漂わせる
狛犬を紹介

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

びびびの美
①12:55②20:10③23:25
●毎月1日・16日更新

周南市美術博物館の学芸員た
ちが注目の企画展の解説やイ
ベント情報を発信。
[９/ 1号 ] カフェテラスまどの
カップの秘密
[９/16号 ] 郷土美術資料館 林
忠彦写真展・尾崎正章常設展

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。
[９/ 1号 ] 秋の食材を使った過
去のレシピを再放送！
[９/16号] 秋の食材を使って七
つ星食堂オリジナルアレンジレ
シピに挑戦！

①8:00②14:00③23:45
●毎月1日・16日更新

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。出演：藤嶋みや
び
[９/ 1号 ] みつろうでラップ！
[９/16号] とうめいねんど②

①12:45②19:30③21:15
●毎月1日・16日更新

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
[９/1号 ] 激坂ダイジェストと
考察
[９/16号 ] ゲリラスタジオが
帰ってきた！大津島篇！

①15：45②20:15③24:30
●毎月1日・16日更新

CARP TIMES
ウエスタン・リーグ
ダイジェスト

9 /4-9/6 対中日
9/11-9/13 対ソフトバンク
9/25-9/27 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。

●毎月1日・16日更新

こころてれび
①9:15②19:45

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
[９/ 1号 ] 地域と交流し生徒を
育む　山口県立田布施総合支
援学校高等部 前編
[９/ 16号 ] 後編

①7:30②18:30
●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。

①7:50②14:15③20:00
●毎週月曜更新

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。

①21:25
●毎月1日・16日更新

ランプ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
[ ９ / 1 号 ] 夜間動物園で夜の
動物園とランプのコラボ。

フォトこと周南人 旅すればしゅうなん

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）
[９ / 1 号 ] ヤサイコトバ作家　
西川満希子さん

①11:45②19:15
●毎月1日更新

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
[９ / 1号 ] ３市スタンプラリー
の旅　下松市・光市編
[９/ 1６号 ] もぎたて♪秋の果
実を満喫の旅

周南市の広報番組。
[９/ 1号 ] 敬老の日～いつまで
も、いきいきと～　高齢者バ
ス・タクシー運賃助成が始まり
ます。

①6:00②15:00③22:00
●毎月1日更新

特

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）

ふれあいの森なんでも工房 世話人代表

村田真博さん

周南市須々万315号線沿い、６万坪を
誇る市所有の森林公園を目指す。ポー
ルを目印に、木漏れ日溢れる森を抜け
ると一気に開け広場につながった。目
に飛び込むのはその先のログハウス
と斜面の木製アスレチック。対面には
テーブルと椅子が並びピザ釡まで！
木々の葉音と鳥の声と村田さんの笑
顔に、一瞬で童心に返った。

20年ほど前、森で管理が行き届かず
荒れていたキャンプ場を活用し「元気
な子ども・元気な大人を育む森」をコ
ンセプトに、3世代の交流拠点作りに
取り組み始めたのが村田さんだ。
現在、村田さん率いるボランティアは
30人。延べでは1万5千人。建設には、資
材寄付と市民からの寄付金や補助金
を活用した。利用料は無料だが「心づ
くし」として1人200円を自由に賽銭箱
へ入れるシステムで、「ケガと材料は自
分もち」が唯一のルールというユニー
クさ。利用者は15万人を数え、全国的
にも珍しい施設に成長した。村田さん
には講演依頼も舞い込むという。

熊本に生まれ、高校卒業後に出光興
産に入社し徳山製油所配属となり周
南へ来た。家庭を持ち須々万に家を構
えた。定年後の生き方を考え始めた55
歳の時、国の活動を勉強する中、学校
週５日制の導入による土日の子どもの
過ごし方、子ども達が将来に夢がない
現状を知り、懸念を抱いた。昔のよう
に子どもがお年寄りに知恵を授かる
場があれば、子どもは育ち、高齢者の
生き甲斐の両立が叶うのでは？との想
いになった矢先、近所にこの森がある
ことを知る。“社会のニーズ”、職場で
培った出光佐三店主の“会社は人が作
る”との教え、とある大臣の“命を懸け
て取り組む”との言葉がヒントになり、
活用を閃いた。奥様が案に賛成してく
れ、故郷に帰らず須々万に住むことを
決心。ご家族や多くの仲間の支えもあ
り、セカンドライフを全てこの活動に
捧げてきた。

ご自身のことを「肥後もっこす」（山口
弁で「へんくうたれ」）、「よそ者・ばか
者・のぼせ者」と例え謙遜されるが、生
涯現役を志す村田さんには理屈抜き

でやり抜く血が流れている。
地域にある森という資源を生か
し、持てる“力”を存分に発揮して
きた姿勢とお仲間の協力、その
底力に頭が下がる。初志貫徹、永
年取り組んで来られたマンパ
ワーこそ、本当の地域の資源だ。

トレードマークのキャップを手
に取り「これほど忙しく幸せな年
金生活者はいない」と元気に語
る眼差しは、少年のようだった。

　　　　　　　　　　　　文／恵雅子

#48

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ＣＣＳ１1
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。

市議会９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。

周南市議会 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。毎時３０分～（30分間）

文字放送

周南市市政だより

わくわく工作
みやびらんど

放送日程

①23:00

ランプの時 風景印２２０景RE
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。
[９ / 1号 ] 愛知・常滑　ワイン
を創る～常滑テロワール～
[９/ 1６号 ] 岡山・倉敷　甦ら
せる・被災地の写真洗浄

けーぶるにっぽん 原田侑子の
風と気ままに

松鶴家一若の
感謝の手紙

美味いもの探検
七つ星食堂

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
[８ / 1号 ] ●ふ～ちゃんのいた
だきま～す／異国を感じる空間
で愉しむランチcafé 洋燈（ラン
プ）」●街角ランキング！／新
鮮なネタ寿司の人気ランキン
グ「のん太鮨」

①11:30②15:30
●毎月1日更新

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。


