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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
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‼
ゴルフをもっと好きになロー！

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
たべものがたり元木食堂
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
ゴルフをもっと好きになロー！
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
21:30
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

びびびの美周南市市政だより
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。
[５/ 1号 ] 林忠彦「カストリ時
代」
[５/16号] まど・みちおのえ

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
[５/１号] 下松のマチナカをめ
ぐる旅
[ ５ / 16号 ] 維新発動の地「防
府」をめぐる旅

①8:45②12:30③23:30
●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
[５/１号] 精神疾患と向き合い、
自ら発信 ミニコミ誌編集長　
天地成行さん　前編
[５/１６号] 後編

①9:15②19:45
●毎月1日・16日更新 ●毎月1日更新

こころてれび ツヨシのゴー！ＧＯ！
動物園旅すればしゅうなん
①8:15②15:20

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
[５/１号 ] 可愛くて人気のポ
ニーを紹介

●毎月1日・16日更新

ズッキーニ
①8:00②14:00③23:45

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
[ ５/ 1 号 ] 朗読×トマトクッキ
ング　今が旬のトマト。ヤサイコ
トバは「平和」。トマトを食べて
平和を祈りましょう！番組初！
朗読でメニューを紹介。

①11:00②17:30
●毎月1日・16日更新

①13:30②21:30
●毎週月曜更新

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。
[５/ 1号 ] 秋田　金色の稲穂　
思いは竿燈にのせて
[５/16号] 宮崎・日之影　竹細
工　カルイにかけたオモイ

写真撮影／林義明（林写真館）

一般社団法人 ブロンズ人材協会
顧問・理事

藤本賢司さん

内閣府による『エイジレス章』は、年齢
にとらわれず、自らの責任と能力にお
いて自由で生き生きとした生活を送る
エイジレス・ライフを実践している高
齢の方に贈られるもの。2021年度、全
国50人の1人に選ばれたのが藤本さん
だ。

受章のきっかけは、シニアの国民大会
である『ねんりんピックおいでませ！山
口2015』で全国の皆さんの歓迎おもて
なし係として、県内40団体の代表リー
ダーで結成したボランティア活動。大
会後、このまま解散してはもったいな
いと県知事から委託を受け県内全域
のボランティア団体『おいでませ！シニ
ア隊』を作り、ゆめ花博など県が行う
大会応援をし、足掛け7年活動。その解
散式で、県社会福祉協議会から章へ
の推薦の話があった。

「生まれも育ちも周南。旧徳山」と語る
藤本さんは、大学進学で上京。金融機
関に就職後、企業調査の財務分析ノウ
ハウを活かし東京商工リサーチに転
職。一旦は徳山にUターンしたが、県外
で転勤生活を繰り返すなか15万社も
の社長と出会い、調査や分析をし、ど
んな会社が伸びるのかを見極めた。念
願が叶い定年2年前に30年ぶりに帰郷
すると、泉原町自治会長に。独自で動
く自治会作りを目指して資源ごみ回収
で収益を得、自治会活動の充実を図
る。この経験を基に、企業の第一線で
活躍してきた人が地域発展に取り組
むNPO法人山口県アクティブシニア協
会（AYSA）会長を務め、技能・技術・資
格を持つシニアを中小企業への再就

職マッチングバンク事業を開始。
時代の流れに沿い400人の再就
職を斡旋するなど、13事業を展
開。収益は勿論、中小企業白書に
も取り上げられた。「バラエティー
に富んだ人脈ができた。自前で
動ける収益が無いと、活動継続
は厳しいです」

同時に徳山ロータリークラブで
は留学生支援、徳山大学ではベ
ンチャービジネス論講義の特任
教授など、培った経験と地域の
特性を生かして次代へ繋げた。
日本経営士協会に関わる中、コ
ロナ禍で思うように動けず勇退。
ブロンズ人材協会の設立に携

わった。

多彩な活躍に一貫する「社会貢
献の気持ち」。現在、地元岐山地
区の岐山夢プラン策定委員会で
「地区の労働者人口増に注目し、
周南地区の核に！と若者やUJI
ターン者が増える街にしたい」と
意気込む。

時の流れに乗りつつ、経験と人
脈と行動力の相乗効果で新事業
を生み出している藤本さんの眼
力は、社会の課題をビジネスチャ
ンスに変える。

　　　　　　　　　　　　文／恵雅子

#56

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

けーぶるにっぽん バレたらあかん！！
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。　　　

松鶴家一若の
感謝の手紙

SOUND VIEW 
ばんなび狛さんぽ

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
[５/ 1号 ] 3月27日に新南陽地
区で開催された「狛犬ウォー
ク」の様子を紹介
[５/16号 ] 山口市徳佐地区の
狛犬を紹介

①6:00②15:00③22:00
●毎月1日更新

周南市の広報番組。
[５/1号 ] 市民に愛され地域に
貢献する 周南公立大学誕生

●毎月1日・16日更新
①10:00②16:00

市民による様々なステージを
お楽しみください。
[ ５ / 1 号 ] 徳山高校吹奏楽部 
第13回定期演奏会

フォトこと周南人

●毎月1日更新
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）
[ ５ / 1 号 ] 救命胴衣普及会会
長　木下周三さん

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

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
[５/ 1号 ] 菊川中学校　後編
[５/16号] 岐陽中学校　前編

ぴんぽんスマッシュ
①8:30②17:15③21:45
●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
[５/ 1号 ] 視聴者投稿！激坂め
ぐり。

①11:30②15:45③20:15
●毎月1日・16日更新

魅力探求秘密結社
ガチューシャ！！

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

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
[５/ 1号 ] ●ふ～ちゃんのいた
だきま～す／本場インドの味が
楽しめるランチ「ガネーシュ」●
comak iのママが楽する幸せ
キッチン／アスパラ春巻き●そ
れっ！まかせちょきぃ！／アクセ
サリーショップ人気ランキング
「Gems」

①6:29②13:00③22:30
●毎月1日・16日更新

ぶ～ち！！パラダイス

CCSタイム

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）

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。


