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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

10:00 CCSタイム

16:00 CCSタイム
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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

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CCSタイム
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
[２/1号 ] 簡単バレンタイン　
手作りケーキで気持ちを伝える
[２/16号] ホワイトデーに向け
て簡単ジャムを作り

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
[２/１号] アロハな島周防大島
の旅　総集編①
[ ２ / 16号 ] 旬のいちご旅山口
　後編 

①8:45②12:30③23:30
●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
[２/１号 ] 未来の文化財？周南
市の歩道橋を探求せよ！

①11:30②15:45③20:15
●毎月1日・16日更新 ●毎月1日・16日更新

魅力探求秘密結社
ガチューシャ！！ こころてれび ぴんぽんスマッシュ旅すればしゅうなん

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
[２ / 1号 ] 伝えたい介護・福祉
の想い 山口県介護福祉士会 周
南ブロック長　濵田のり子さん 
前編
[２/１６号] 後編

●毎月1日更新

フォトこと周南人
①11:45②19:15

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）
[ ２ / 1 号 ] 徳山港振興会　会
長　山田多加司さん

①18:50②23:15
●毎週月曜更新

①12:55②20:10③23:30
●毎月1日・16日更新

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。

笹村守さん

写真撮影／林義明（林写真館）

周南国際交流児童クラブ　代表

日本と海外諸国との文化の違いは、戸
惑うこともある一方で新しい発見もあ
り楽しいものだ。
子ども達がお互いの文化の違いを自
然に理解し合い、親しみを持って交流
できるよう長年尽力している笹村さん
は「Best Friend Forever！いつまでも
友達でいようネ！」という言葉を胸に
抱いている。

笹村さんが旧新南陽市に転勤してき
たのは30年前。既に国際交流が盛ん
で、オランダのデルフザイル市との姉
妹提携を結んだ市は、友好の証として
永源山に風車を建造中だった。1993
年、民間レベルで国際交流を推進する
「山口異文化交流ネットワーク」の事
務局に誘われる。立ち上げが近所の方
だったことや仕事で国際業務に携
わっていたこともあり、引受けへの戸
惑いはなかった。当初、子どもから大
人まで参加しての活動だったが2003
年の代表就任時に永続性を重視し、
子どもに特化した活動に変更。「子ど
も達の夢の助けになればそれでいい」
その一心で活動を続けている。

現在のボランティアスタッフには高校
生も増えていて、彼等には「子どもに
関わることに興味があることが一番
で、語学は二の次」と伝えている。

発足からの参加人数は、7千数百人に
のぼる。毎年会員を募集しつつ2ヶ月に
一度の活動で、アジアやヨーロッパ圏
との交流のほか、米軍岩国基地との
交流があることが特徴。
対国同士の付き合いであるものの、基
地側の駐在３年間で隊員と家族が日
本文化を知る機会になるとの想いと
も重なり、七五三や雛祭りの頃にはク
ラブへ寄付された着物を基地内へ持
参し、着付け体験や舞踊の披露などを
行ってきた。
驚くべきは、9.11テロ事件直後のハロ
ウィンに招かれたこと。「軍事基地との
交流ができるのは日米文化交流だか
ら。営利目的ではないから信頼を得ら
れた」と噛み締める。積み重ねの賜物
だ。

コロナ禍で対面交流ができない1年半
を経て、2021年６月に活動を再開。こ

の日は、在日県職員と基地内勤
務の日本人職員からの講話が中
心のプログラム。子ども達が目を
輝かせ、積極的にのびのび参加
していたのが印象的だった。子ど
も達の夢も大きく広がりそうだ。

「米軍岩国基地での本格交流再
開まで、連絡を取り合うことを途

絶やさないようにしていきたい」
と静かに語った笹村さん。子ども
達が、お互いの文化の違いを肌
で感じる経験や自然に交流する
中で認め合える活動には、心が
通っている。胸にある言葉を体
現する献身的な活動は、子ども
達のグローバルな夢や憧れへの
礎になる。
　　　　　　　　　　　　文／恵雅子

#53

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

SOUND VIEW 
ばんなびびびびの美

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！！ 松鶴家一若の
感謝の手紙

ツヨシのゴー！ＧＯ！
動物園

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
[２/ 1号 ] 熱帯いきもの館「太
陽と水の森」新しくオープンし
た施設を紹介

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。
[２/1号 ] 徳山商工高等学校吹
奏楽部 定期演奏会
[２/16号 ] 周南邦楽連盟演奏
会

●毎月1日・16日更新
①8:30②17:15③21:45

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
[２/ 1号 ] 須々万中学校卓球部
　前編
[２/１６号] 後編

狛さんぽ

●毎月1日・16日更新
①9:00②19:00③23:00

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
[ 2 / 1号 ] 宇部市西宮八幡宮の
山口県では珍しい肥前狛犬
[２/16号 ] 山陽小野田市へ　
開作を見守ってきた狛犬

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。
[２/ 1号 ] 自身への眼差し―自
画像展（後編）

①12:45②21:15
●毎月1日・16日更新

わくわく工作
みやびらんど

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
[２/ 1号 ] ペーパークイリング
[２/16号] シーリングワックス

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
[２/ 1号 ] ●ふ～ちゃんのいた
だきま～す／地元ふくのうどん
セットの紹介「じまんしー」●
comak iのママが楽する幸せ
キッチン／白菜の蒸し餃子●街
角ランキング／駄菓子屋問屋さ
んから人気ランキング「澄織商
店」

①6:29②13:00③22:30
●毎月1日・16日更新

ぶ～ち！！パラダイス

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。

市内ライブカメラ 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。

毎時３０分～（30分間）

文字放送
毎時０分～（30分間）

周南市の広報番組。
[２ / 1号 ] 市・県民税の申告に
ついて

①6:00②15:00③22:00
●毎月1日更新

周南市市政だより

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。


