2022

1

5:00 ＱＶＣ
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①12: 55②20 : 10③23: 25

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

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

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

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 コミュニティーチャンネルＣＣＳ１2

劇団「わ」
〜がんばろうよ 鹿野の里〜

放送 1月10日~1月16日
①23: 00

ちゅっぴ時計
こどもっちゃ！バージョン

①7 : 00②15: 00③18 : 00
④21: 00 ●各３０秒前から放送

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

ぶ〜ち！！パラダイス
①6:29②13:00③22: 30

●毎月1日・16日更新

①12: 45②21: 15

●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
[ １/ 1 号 ] とうめい消しゴムは
んこであそぼう
[１/16 号 ] 手作づくりパズル

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。
[ １/ 1 号 ] 徳山の歴史 遠石八
幡宮
[１/ 16 号 ] 自身への眼差し 自
画像展

CCSタイム

旅すればしゅうなん

①10 : 00②16:00

①8: 45②12: 30③23: 30

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

鹿野の市民劇団「わ」の最新公
演。山里で農業を営んでいる仙
太郎は、高齢化していく里に憂
慮しているが、孫娘と共に元気
な里づくりに挑戦する。

１１月２３日のこどもっちゃ！商
店街で、CCSでお仕事体験した
こども達が時刻をお知らせし
ます。

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

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 ズッキーニ
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

ズッキーニ
①8: 00②14: 00③23: 45
●毎月1日・16日更新

魅力探求秘密結社

ガチューシャ！！

①11: 30②15: 45③20 : 15
●毎月1日・16日更新

ぴんぽんスマッシュ
①8: 30②17:15③21: 45

●毎月1日・16日更新

プレミアム

デジタルベーシック

●毎月1日・16日更新

●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。
[ １/ 1 号 ] みんなで紡ぐ しゅう
なんの音楽（小・中学校）前編
[１/16 号 ] 後編

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
[ １/ 1 号 ] 令和４年の初詣 後
編
[１/16 号 ] 早春の
「いちご旅」

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
[ １/ 1 号 ] 周南ランプフェス
アルデバランナイトと題したラ
ンプイベントを紹介

111

コミュニティーチャンネルＣＣＳ１1

市内ライブカメラ

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）

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お問合せ
ください。

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

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

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

狛さんぽ
SOUND VIEW ばんなび 特 劇団「わ」
〜がんばろうよ 鹿野の里〜
びびびの美
※日程は右記参照
旅すればしゅうなん
ズッキーニ

①8: 15②15: 20

●毎月1日更新

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。

プレミアム

デジタルベーシック

24時間生放送。
通販番組。

#52
周南おもちゃ病院

病院長

木村修吉さん
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
[ １ / 1 号 ] 遠石八幡宮で販売
されている合格一直線弁当と
アレンジレシピを紹介 前編
[１/16 号 ] 後編

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
[１/ 1号 ] 新春！原田侑子と羽
子板対決

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
[１/ 1号 ] 太華中学校 前編
[１/16 号 ] 後編

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
[ １ / 1 号 ] 今年の干支「寅」を
紹介

クリスマスやお正月の時季は、子ども

「持ち主の目の前で、
まずは分解です。

もちゃをずっと大切にしてくれれば、
届

ないように作られていて分解しづらく

ちゃも欲しくなるだろうが、
手にしたお

けたサンタさんだってきっと嬉しいだ
ろう。

がある。
その名も、
おもちゃ病院。

山口県アクティブシニア協会の活動の

こころてれび
①9 : 15②19 : 45
●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

フォトこと周南人
①11:45②19:15

●毎月1日・16日更新

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
[ １/ 1 号 ] 長門市の有形文化財
の中国型獅子像を紹介

て、
何とか動くようにします。
道具も含

めて、
工夫のしどころが面白いんです」
と木村さん。

し生きがいを感じながら、
来院した子

州工大卒業後、
化学メーカー㈱トクヤ

ども達の心も育んでいる。

開院 場所は周南地 域の公民 館や

ころの淡い想い出の詰まったオルゴー
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）
[ １/ 1 号 ] 周南国際交流児童ク
ラブ 代表 笹村守さん

部品もない。それでも何とか分解し

７年前に2代目病院長を引き継いだ木

識・技術・経験・能力などを社会に還元

で、
患者は20年間に6,600人以上。
若い

周南市の広報番組。
[ １ / 1 号 ] 市 長 新 春 インタ
ビュー
[ １/ 16 号 ] 開港100周年！ 私た
ちの暮らしを支える徳山下松港

最近のおもちゃは、
壊れても修理でき

１つで、皆さんが各分野で培った知

ショッピングセンターや小児科など

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
[１/１号 ] 新しい「福祉の形」を
発信！福祉メイキングスタジオ
うみべ
[ １/ 16号 ] 後編

問診のあと、
いよいよ治療だ。

達にとって心躍る季節。新しいおも

壊れたおもちゃを治療してくれる病院

24:00 ＱＶＣ

取材依頼・情報提供はこちら

最新の気象情報を24時間放送中。

ツヨシのゴー！ＧＯ！

動物園

18:00 gyutto

19:00
19:15
19:30
19:45

デジタルベーシック

市議会中継やイベント情報等を放送中。

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
[ １/ 1 号 ] ●ふ〜ちゃんのいた
だきま〜す／市場直 送食 材の
御膳「八丁櫓」●comakiのママ
が楽する幸せキッチン／蕪のホ
ワイトシチュー●街角ランキン
グ／創業154年老舗お茶屋さん
「田原清香園茶穂舗」

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
18:30 風景印 220 景 RE
18:50 SOUND VIEW ばんなび

①21: 25

●毎月1日・16日更新

10:00 CCSタイム
11:00 けーぶるにっぽん
11:30 魅力探求秘密結社ガチューシャ！！
11:45 フォトこと周南人 / 絶対アウトドア宣言アソビタガール

ランプの時

プレミアム

毎時０分〜（30分間）

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

みやびらんど

●毎月1日・16日更新

CCS12・CCS11 番組表
5

わくわく工作

びびびの美

ルや、
最近は電子ピアノなど電池式の
おもちゃも持ち込まれ、
老若男女を問

わず来院しているという。ドクターは

周南地域の企業OBを中心に16名で、
ものづくり好きが皆さんの共通項で
ある。以前はドクターらしい白衣姿で

治療していたが
「泣く子もいるので、
15

周年を機にエプロンを作りました」と
のこと。

村さんは、大阪生まれの姫路育ち。九
マに入社。
設備設計や樹脂加工などの

分野で東京勤務も経験したのち、
周南

へ転勤。
ゴルフ場が近くに沢山あるこ

写真撮影／林義明（林写真館）

とも決め手となり、
周南に家を構え20

年が経つ。ドクターになったのもその

頃で、
同時に子会社立ち上げにも携わ

るのが嬉しいです。
修理させても

木村さんを始め、
ドクターの皆さ

「子どもの頃から姉の理科の教科書を

んです。
落書きや手垢も、
消さず

的なこの病院は、持ち主の気持

り現在に至る。

見て電磁石を作って遊んでいました。
動く電車も自分で作ってたんですよ」
と、
幼少期からものづくり一筋の歩み
を振り返る。

「重症患者は、
じっくり自宅手術してお
届けします。
その時の喜ばれる顔を見

らって、楽しませてもらっている
にそのまま返すんです」
消さない
理由を問うと
「汚いけれど、
それ

はその子の思い出だから」
と優し
い語り口で続けた。

んの物腰柔らかな佇まいが印象

ちに寄り添いながら、
子ども達の
科学する心や物を大切にする心
を育てている。

小春日和の陽射しまで一層温か
く感じながら家路に就いた。

文／恵雅子

