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有吉民雄さん

写真撮影／林義明（林写真館）

有吉有文堂 店主

周南市新町、交差点の傍。町屋を想わ
せる風情のある一角に、格子に並び大
きな硝子窓。木枠の窓越しに1人作業
をする職人の姿。まちの風景の一部に
なっているこの光景。ここでは、今では
珍しい手彫りの印判を彫っている。

創業は明治。既に113年が経つ。引き戸
を入り職人さんの手元を覗くと、ずら
り、印刀と呼ばれる彫刻刀が100本ほ
どある。中には350年ものもあるそう
だ。「お客様が来ると、まず『私でいい
ですか』と訊ねます」一生ものの印だ
けに、その責任がこの言葉に籠る。「〇
の中にどう入れるか、□の中にどう入
れるか。1本の完成まで、２カ月。他の
ことをしながら目を変え、改めて向き
合うことを重ねてふた月。そうすること
で、より良い印ができる」
覚悟を持って彫っておられるのだ。

先代のお父様の腕は江戸時代の職人
譲り。そんなお父様から引き継いだ有
吉さん。実は、終戦の年1945年9歳の
頃から彫り始め77年にもなる。当時、
学校から帰るなり彫っていたんだと

か。それからでないと遊びには行けな
かった。お父様からの言葉はなく、た
だ「人を見て彫れとだけ。とはいえ、父
親しか彫る人はいない訳で…見様見
真似だった。いつの日にか手の平に汗
をかくこともなくなった」修行の現れ
では？と訊ねると「修行ではなく、精神
的なものかも。できるようになるのが
人間なのかも」と。
全身が印判の為に再生されている。

「親父からは、他のもので身に付いた
ものが自然に表れるとも言われた」
本を読むことに始まり、芸術、美術の
鑑賞、美しい物を見る、古い書籍を読
むなどは日常。茶の湯は１９歳で始め、
表千家周南清和会名誉会長として。漢
詩は30代から。50を過ぎてからゴルフ
も始めたという。仕事の為かと思いき
や「仕事すら楽しんでするもの。若いこ
ろは数をこなすのが仕事と思っていた
が、今となっては仕事すら遊び」とさら
り。
「こんな言葉が出るようになったのは
５年前のガンを経験してから。退院
後、なかなか店を開けられず混とんと

過ごしていると、注文が入った。
『奉仕を思ってやれ、リハビリと
思ってやれ』という注文に応える
うち、１本が半年かかって仕上
がった。子供の頃からやっていた
から仕事で健康になったのでは
ないかと思う」
仕事が心の支え、生き甲斐という
ことに気付く。

「楽しんで楽しんで生きて行こ
う、遊びをせんとや生まれけむ、
これが私の信条です」
遊びと学びの姿勢を忘れない有
吉さんの姿と屈託のない笑顔
は、いつまでもこの街並みに溶
け込む。
　　　　　　　　　　　　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 第12回 中国地区
番組アワード 受賞作品

16:00 第12回 中国地区
番組アワード 受賞作品

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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

こころてれびツヨシのゴー！ＧＯ！
動物園

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
[８/1号 ] 発達障害について考
える～パート２～周南子ども発
達相談センター　センター長黒
葛原健太朗さん　前編
[８/16号] 後編

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。
[８/１号] 企画展 ダヤンと不思
議な劇場
[８/16号] 郷美のコレクション
展

①12:55②20:10③23:25
●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
[８/１号]「夏休み恒例　狛さん
ぽ的島めぐり」かつては海上交
通の要所として栄えた上関長島
の狛犬
[８/ 16 号 ] 下関狛犬かもー
ん！！時代によって独特の進化
をした下関狛犬

①9:00②19:00③23:00
●毎月1日・16日更新 ●毎月1日・16日更新

狛さんぽ ぴんぽんスマッシュびびびの美
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
[８/１号] 新南陽高校　後編
[８/16号] 周陽中学校　前編

●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

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
[８/ 1号 ] 総集編。これまでの
おもしろ名場面をプレイバッ
ク！

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
[８/ 1号 ] キラキラオイル
[８/16号] すなどけい　　　

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

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。
[８/ 1号 ] 長崎　旅する蝶　ア
サギマダラ
[８/16号 ] 愛知・岡崎　天下
人・家康も愛した「万年青」

けーぶるにっぽん バレたらあかん！！フォトこと周南人
①11:45②19:15
●毎月1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）
[８/ 1号 ] 高瀬の旬をクイーン
祭　実行委員長　山根寛さん

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
[８/1号 ] 一見気持ち悪いけど、
どことなく可愛い？？不思議な
生き物大集合！キモカワ展

●毎月1日更新
①6:00②15:00③22:00

周南市の広報番組。
[ ８ / 1 号 ] 知って納得、ルール
を守って正しく分別！～家庭ご
みの出し方～

旅すればしゅうなん

●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
[８ / 1 号 ] 白壁の町-柳井を歩
く旅（前編）
[８/16号] 後編

石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
[８/ 1号 ] ●ふ～ちゃんのいた
だきま～す／パン屋さんでいた
だく夏メニュー「ジャンポール
カフェ」●comakiのママが楽
する幸せキッチン／とうもろこ
しの卵とじ●街角ランキング／
400種以上あるクリームソーダ
を検証「GO！CAFE」

①6:29②13:00③22:30
●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
[ ８ / 1 号 ]「夏休み特別企画」
野菜で楽しく自由研究　ゲスト
に野菜ソムリエエココミュニ
ティー山口の福田さんと宮本さ
ん　前編
[８/16号] 後編

①8:00②14:00③23:45
●毎月1日・16日更新

ズッキーニぶ～ち！！パラダイス

３年ぶりにサンフェスタが帰っ
てきた！コロナ禍に負けず、今
年は地域の子どもたちが主役
の祭り。周南市学び・交流プラ
ザで開かれたイベントとゆめ
花火をダイジェスト放送。

第46回サンフェスタ
しんなんよう ダイジェスト

①10:00②16:00 ●毎週月曜更新

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

①7:00②12:00③18:00
④20:30

gyutto    

周南市市政だより

8月16日～8月31日放送

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。

8月6日19:55放送

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

ゆめ花火～咲き誇れ希望の大華～

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。

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

周南の夏の風物詩ゆめ花火を生
中継。第４６回サンフェスタしん
なんようの目玉行事であり、今年
は3,000発のスケールで夜空を
彩ります。


