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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
ズッキーニ

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
ズッキーニ
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 /絶対アウトドア宣言アソビタガール
シングルへの道
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
魅力探求秘密結社ガチューシャ！！
フォトこと周南人 / 絶対アウトドア宣言アソビタガール

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

ズッキーニ
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 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

２０２１年を振り返り、中継、ク
イズ、料理など様々なコーナー
で視聴者の皆さんに楽しく新
年を迎えて頂く恒例の年末特
番。

CCS年末特別番組
カウントダウン2022(仮)

12月31日23:45

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

ズッキーニ
①8:00②14:00③23:45
●毎月1日・16日更新

野菜を知ってほしい！おいしさ
を知ってほしい！料理の仕方を
知ってほしい！野菜ソムリエ上
級プロが野菜の魅力を発信。
ナビゲーター：西川満希子
[１2 /1号 ] クリスマスシーズン
にピッタリ！やさいリースと生ハ
ムフルーツドレッシング
[１2/16号] 土鍋パエリア

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
[１2 /１号]「荒削り」防府市の
完成度の低い狛犬
[１2 / 16号 ] 年末総集編 一年
間の思い出

①9:00②19:00③23:00
●毎月1日・16日更新

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）
[１2 / 1 号 ] 周南おもちゃ病院
　病院長　木村修吉さん

①11:45②19:15
●毎月1日更新 ●毎月1日・16日更新

フォトこと周南人 びびびの美狛さんぽ
①12:55②20:10③23:25

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。
[ １2 / 1 号 ] コレクション展
「The風景～徳山八景とともに」
[ １2 / 16号 ] 美術博物館を楽
しもう　掛け軸の展示

①8:30②17:15③21:45
●毎月1日・16日更新

①21:25
●毎月1日・16日更新

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、ＳＡＫＩ
[１2/ 1号 ] 富田中学校　前編
[１2/16号] 後編

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
[１２/ 1号 ] ●ふ～ちゃんのい
ただきま～す／最高コスパの台
湾料理店「七番酒場」●comaki
のママが楽する幸せキッチン／
かぼちゃのコロコロコロッケ
●街角ランキング／新春用品の
お薦めランキング「フロス」

①6:29②13:00③22:30
●毎月1日・16日更新

①11:30②15:45③20:15
●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
[ 1２ / 1号 ] 寅年祈願登山に行
こう
[１２/16号] プレ日の出第二弾

周南市の広報番組。
[１2 / 1号 ] 広げよう「手話は
いのち!周南市手話言語条例」
～周南市に手話言語条例が施
行されて～

①6:00②15:00③22:00
●毎月1日更新

兵頭尚吾さん

写真撮影／林義明（林写真館）

株式会社ライブライズ　代表取締役

ホール入り口まで至るところに所狭し
と貼られたポスター。書き込まれたサ
インに紛れ「大好き山口!大好きひょー
さん!」の文字があった。

14年前、PH通りに『LIVE rise SHUNAN』
を作った。店名社名共通の「ライズ」に
は上昇の意味があり、「周南市やライ
ブを盛り上げる!」の想いを宿した。
そして6年前、ライズの進行形『RISING
　HALL』を銀南街に作る。きらら博記
念公園で開催される中国地方最大規
模の野外音楽イベント『ワイルドバン
チフェス』出演アーティストが立てるス
テージを周南にと、収容人数は県内最
大級550人。永年市民に愛され閉館し
た映画館を使い、敢えて遺した2階の
座席が粋で音響や照明ほか細部ま
で、兵頭さんの経験から計算し尽くさ
れたホール。
２店合計の出演アーティスト月平均組
数や稼働率は、県内トップクラス。オー
ディエンスからの信頼も厚く、地元Ｔ
ＶやＦＭでも番組を続けるなど山口の
ライブシーンを牽引している。

出身は愛媛。進学で上京した18歳の
夏、ライブハウスのアルバイトをきっか
けに入社。23歳で店長になり、結婚を
機に周南へ来たのが14年前。ロックバ
ンドが集えるライブハウスが無く「無
いなら作ればいい」と踏み切った。「知
り合いもいない中、根拠のない自信で
進んできた」と当時を振り返る。
以来「世の中に咲かずにいるアーティ
ストに、何かしてあげたい」とバックス
テージに耳を傾けてきた。紅白出場や
誰もが口ずさめる曲のアーティストと
もバンド結成当時から向き合い、今も
連絡が入る。

コロナ禍で大打撃のライブエンタテイ
ンメント業界。今、決して採算の取れる
ものではないと聞くが「自粛中に社員
一人一人のスペックが上がり、できるこ
とが増えた」と前向き。昨秋には、発表
の場を失った団体や子ども達の為の
イベント実行の指揮を取った。
「出来上がった好きなアーティストだ
けを観に行くライブやコンサートもい
いが、ライブハウスに種を見つけに来
て。僕たちと一緒に成長を見ましょう」

咲きゆく花を種から見てきたか
らこその言葉。慕われる所以だ。

成長を見守り成功を見届ける眼
差しには、遊び心と愛がある。
ここには、音楽を心と心のつなが
りで捉えるからこそ生まれる生
きた空間と感動がある。
「ダイヤの原石を見つける場所。

ライブハウスをやってて良かっ
た。今後ここを継承し、小っちゃ
いかデカいライブハウスを作り
たい。rise15周年企画も既に動い
てますよ」と自らの新たなステー
ジに向け、目を輝かしている。

　　　　　　　　　　　　文／恵雅子

#51

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

周南市市政だより

ぴんぽんスマッシュ
①13:30②21:30
●毎週月曜更新

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

バレたらあかん！！ランプの時CCSタイム
①10:00②16:00
●毎月1日・16日更新

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。
[１2 / 1号 ] みんなで紡ぐ しゅ
うなんの音楽（小・中学校）
[１2/16号] みんなで紡ぐ しゅ
うなんの音楽（小・中学校）、
ニューシティウインズ ウィン
ターコンサート

こころてれび
①9:15②19:45
●毎月1日・16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
[ １２ / 1 号 ] 地域みんなで子
どもを育む！～注目される子ど
も食堂の取り組み～  前編
[１２/16号] 後編

①8:15②15:20
●毎月1日更新

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
[１2/1号] 年末総集編

●毎月1日・16日更新
①12:45②21:15

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
[１2 / 1号 ] コロコロころがし
[１2 / 16号 ] 豆本づくり

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
[１2 / 1 号 ] いぷきさらさコン
サートとランプのコラボ

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。ぶ～ち！！パラダイス 魅力探求秘密結社

ガチューシャ！！

わくわく工作
みやびらんど

特　   CCS年末特別番組
カウントダウン2022(仮)

※日程は右記参照

放送

ツヨシのゴー！ＧＯ！
動物園

市議会１２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

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。


