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山下武右さん

写真撮影／林義明（林写真館）

児玉源太郎顕彰会 会長

児玉源太郎を語るとき、明治の偉人・
軍人・政治家・類稀な戦略家・教育者、
など様々に表現される。それだけ児玉
源太郎に魅力があり、功績の裏には、
心の通った独自の施策があるのだと
思う。

徳山（現周南市）出身児玉源太郎の没
後１１０年、功績や存在を明らかにし、
次世代にどう伝えるかを目的に２０１
６年６月９日に発足した児玉源太郎顕
彰会長２代目の山下さんは児玉源太
郎を「隣人愛」「愛国心」「郷土愛」と表
現する。

児玉源太郎は、江戸時代に徳山藩士
の子に生まれた。発起人のうち山下さ
んは藩医の家系、元徳山市長の小川亮
さんは学者の家系、黒神公直さんは藩
から加護があった遠石八幡宮名誉宮
司で、皆さんの祖先は徳山藩に代々の
縁があり児玉家とも繋がりがあった。
それだけに、顕彰する会を作りたい想
いは一つで、発足自体はスムーズだっ
たという。切り札となったのは、現在児
玉源太郎生誕の地として開園された

生家跡。産湯の井戸もあるこの土地の
所有者の周南市への寄贈と整備が契
機になった。

現在、会員は全国４００人以上。児玉
源太郎に魅了されている方のネット
ワークであっという間に集まった。活
動は会報「藤園」発行や年２回発行の
「本丁通信」。児玉源太郎の命日である
７月２４日を「藤園忌」とし児玉神社で
の命日祭、児玉家菩提寺の墓前供養。
茶会や俳句募集もある。会報は立派
な６０ページに及ぶ冊子で、中には会
員の皆さんによる随筆が並び、写真も
分かりやすく配置され、読み応えがあ
る。「児玉源太郎の本質をたくさんの
皆さんに知っていただきたい」と２年
がかりで５５歳の生涯を３つの構成で
まとめたDVDは、周南市内はもとよ
り、全国の中央図書館や国会図書館
にも贈呈。分かりやすい、見やすい、と
評判は上々。全国からの問い合わせも
あったと聞く。

今年は、児玉源太郎を祀る児玉神社
遷座１００年。それに合わせ奉賛会を

立ち上げ、改修。現在の周南市の
発展を紐解けば、児玉源太郎に
よる海軍煉炭製造所の誘致の後
に海軍燃料廠となり国際貿易港
として開港に繋がり、戦後は跡
地にコンビナートが形成された
歴史がある。「家訓である下支え
の立場で」と山下さん。祖父は、
神社創建にも開港にも汗を流し

た1人だそう。

「いつか児玉神社の境内に児玉
源太郎記念館を作り、徳山を訪
れた人にも市民にも憩いの場を
作りたい」歴史に身を置く山下さ
んは、代々の血を受け継ぎ、児玉
源太郎の魅力を後世に伝える道
を歩む。
　　　　　　　　　　　　文／恵雅子
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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

10:00 CCSタイム/寄席チャンネル

16:00 CCSタイム/寄席チャンネル
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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
もぐもぐしゅうなん /しゅうなんっ子テレビ
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
もぐもぐしゅうなん /しゅうなんっ子テレビ
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
もぐもぐしゅうなん /しゅうなんっ子テレビ
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

魅力探求秘密結社
ガチューシャ！！びびびの美

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
[７/1号 ] 視聴者投稿！“千と千
尋の神隠し”っぽい石を探せ！

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）
[７/１号] 有吉有文堂　店主　
有吉民雄さん

①11:45②19:15
●毎月1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。
[７/１号] 女声合唱団あい 第26
回定期演奏会

①10:00②16:00
●毎月1日・16日更新 ●毎月1日更新

CCSタイム ツヨシのゴー！ＧＯ！
動物園フォトこと周南人
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
[７/１号] 可愛い表情を見せる
インコを紹介

●毎月1日更新

周南市市政だより
①6:00②15:00③22:00

周南市の広報番組。
[ ７/ 1 号 ] 第３０回林忠彦賞
「東京二〇二〇、二〇二一。」

①12:45②21:15
●毎月1日・16日更新

①7:50②14:15③20:00
●毎週月曜更新

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
[７/ 1号 ] ミニうちわ
[７/16号] 図形であそぼう　　
　

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

わくわく工作
みやびらんど

松鶴家一若の
感謝の手紙

①11:00②17:30
●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。
[７/ 1号 ] 静岡　黒輝き紡ぐ絆
　静岡ソウルフード
[７/16号] 滋賀・近江八幡　信
長も愛した？赤こんにゃく

けーぶるにっぽん バレたらあかん！！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
抱える課題を聞く。ナビゲー
ター：大橋広宣・恵雅子
[７/ 1号 ] 福祉と防災を考える 
日本防災士会　山口県支部研
修部　副部長　工藤美佐さん
　前編
[７/16号] 後編

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。
[７/1号 ] 美術博物館を楽しも
う
[７/16号 ] 企画展 ダヤンと不
思議な劇場

●毎月1日・16日更新
①8:45②12:30③23:30

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
[ ７/ 1 号 ]「花咲く海の町　室
津・上関の夏タビ　前編」
[７/１６号 ]「花咲く海の町　
室津・上関の夏タビ　後編」

ズッキーニ

●毎月1日・16日更新
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
[７/ 1号 ] 夏休みアウトドアパ
パクッキング　料理が苦手なパ
パでも簡単にできるアウトドア
料理を紹介　ゲスト：和田地区
　佐藤家　前編
[７/16号] 後編

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。

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
[７/ 1号 ] 瀬戸内海と日本海が
出会う場所　岩国市美和町の
尾道狛犬と出雲狛犬を紹介
[７/16号 ] カモ、カモ エブリバ
ディ　平生町の賀茂神社の狛
犬を紹介

①9:00②19:00③23:00
●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：ＫＡ
ＺＵ先生、ＳＡＫＩ
[７/ 1号 ] 福川中学校卓球部　
後編
[７/16号] 新南陽高校　前編

①8:30②17:15③21:45
●毎月1日・16日更新

ぴんぽんスマッシュ狛さんぽ

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
[７/ 1号 ] ●ふ～ちゃんのいた
だきま～す／お肉のプロが作る
とんかつ屋さん「牛とん亭」●
comak iのママが楽する幸せ
キッチン／ふわふわイカ団子の
ケチャップ炒め●街角ランキン
グ／手作りジェラート専門店
「ジェラテリア クラキチ」

①6:29②13:00③22:30
●毎月1日・16日更新

ぶ～ち！！パラダイス

旅すればしゅうなん

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

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）


