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9

わくわく工作

5:00 ＱＶＣ

6:00
6:15
6:20
6:26
6:29

6
7

7:30
7:50
8:00
8:15
8:30
8:45

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

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

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

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

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

こころてれび
①9 : 15②19 : 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

ぶ〜ち！！パラダイス
①6:29②13:00③22: 30

●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
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

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 ゴルフをもっと好きになロー！

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
[ ９/ 1 号 ]「手話ダンス」と「想い
野菜」で優しさを発信 前編
[９/16 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
[ ９/ 1 号 ] 検証！周南市で化石
を探せるのか！？

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

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！
！

16:00 CCSタイム

周南市市政だより
①6: 00②15:00③22: 00

●毎月1日更新

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

旅すればしゅうなん
①8: 45②12: 30③23: 30

●毎月1日・16日更新

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

周南市の広報番組。
[ ９ / 1 号 ] 祝 敬老の日〜コロナ
禍でもいきいきと〜

20:30 gyutto

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

22:00 周南市市政だより
22:15 もぐもぐしゅうなん / しゅうなんっ子テレビ
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
びびびの美
旅すればしゅうなん
ズッキーニ

TEL

FAX

Mail

●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
[ ９/ 1 号 ] クレープ作り
[９/16 号 ] ぐんぐんすすむふね

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。
[ ９/ 1 号 ] 青森・八戸 生まれ
変わる古市 八戸南部裂織
[９/ 16 号 ] 岡山・倉敷 スイー
トピーの可能性を求めて

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。
[ ９/ 1 号 ] 周南地区吹奏楽連盟
サマーコンサート①
[９/ 16 号 ] 周南地区吹奏楽連
盟 サマーコンサート②

地元の飲食店を舞台に描かれ
る“食”がテーマのドラマ。笑っ
て泣ける物語を召し上がれ！

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

プレミアム

デジタルベーシック

111

● 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

市議会中継やイベント情報等を放送中。

コミュニティーチャンネルＣＣＳ１1
文字放送

周南市議会

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。

デジタルベーシック

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。

#60

①11:45②19:15

ツヨシのゴー！ＧＯ！

動物園

①8: 15②15: 20
●毎月1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
[９/ 1号 ] 料理をしながらエク
ササイズ 千切りしながら、レ
ンチンを待ちながら、時間を有
効活用 食べて美味しく！健康
に！ 前編
[９/16 号 ] 後編

びびびの美
①12: 55②20 : 10③23: 25

●毎月1日・16日更新

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
[ ９/ 1 号 ] 柳井の小さな旅 前
編
[９/16 号 ] 後編

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）
[ ９ / 1 号 ] 周南マリコム取締役
会長 堀信明さん

山根寛さん
市街地から北へ車で３０分。
周南市和
プのエースだった故津田恒美投手の

狛さんぽ
①9 : 00②19 : 00③23: 00

●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

ふるさとで、
アクロバティックな三作

の。
毎年４月の第３日曜日の開催を楽

て人気を集めた。
ダムの特徴を

けた体力づくりも開始。
「和田に

区の中にある。
タケノコや山菜や茶な

から訪れる人もいて毎回大盛況。

末を混ぜ込み、
具だくさんの

くさんある。
自然の中で遊ぶ・学

神楽が国の重要無形文化財の和田地
ど、
自然や食も豊か。
食に欠かせない

水は、
山から湧き出て市内の産業を支
える島地川になる。
貯水の為のダム

は、
世界初の工法で作られた特徴的な
形で、
ダムファンには堪らない萌えス
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
[９/１号 ] 熱帯雨林ゾーンから
可愛らしい表情をみせるビント
ロングとヤマアラシを紹介

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。
[９/１号 ] まど・みちおのえ

写真撮影／林義明（林写真館）

田に入る手前の高瀬。
ここは、
広島カー

ポット。

0834-32-4262（編成制作部直通）
0834-21-3679
ccstv@ccsnet.ne.jp

①13: 30②21: 30

●毎月1日更新

●毎月1日更新

24:00 ＱＶＣ

取材依頼・情報提供はこちら

①15: 30

●毎月1日・16日更新

高瀬の旬をクイーン祭
実行委員長

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！
！
21:00
21:15
21:30
21:45

①10 : 00②16: 00

バレたらあかん！！

フォトこと周南人

18:00 gyutto

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

元木食堂

●毎月1日・16日更新

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
[ ９ / 1 号 ] ●ふ〜ちゃんのいた
だきま〜す／ナポリから取り寄
せて薪釜で焼くピッツァ「久米
ルマーカ」●comakiのママが楽
する幸せキッチン／ゴーヤのカ
レー味噌炒め●街角ランキング
／巨大看板の謎を検証!?

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

たべものがたり

CCSタイム

●毎月1日・16日更新

市議会9月定例会の模様を生中
継・録画再放 送でお送りします。
議会開催日程や放送予定は、周
南市議会のホームページをご参
照ください。

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

プレミアム

もぐもぐしゅうなん / しゅうなんっ子テレビ

7:00 gyutto

8

10

周南市市政だより

①11: 00②17: 30

①12: 45②21: 15

CCS12・CCS11 番組表
5

けーぶるにっぽん

みやびらんど

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
[９/１号 ] カムアゲイン 下関
市の永田神社で下関狛犬の歴
史をタイムスリップ
[９/ 16 号 ] 武町の狛犬を絶景
と共に紹介

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
[ ９ / 1 号 ] 周陽中学校卓 球部
後編
[９/ 16 号 ] 徳山高校卓球部
前編

そんな高瀬で約３０年前から食がテー

マのイベント。
クイーン祭とは、
「食べな
さい・召し上がれ」
の山口弁である
「食
べんさい」
の食をもう一つの訓読み

「食う」
から派生した
「食いんさい」
の

洒落と、
竹が多いこの地で
「竹取物語」
かぐや姫の姫からクイーンを掛けたも

しみにする根強いファンが多く、
市外
ところが、
2019年の新型コロナ発生以

降、
食に関するイベントということで２
年間休止。
今年は食を提供せずマル

シェの形で復活。
委員長も新しく選出
された。

模してあり、
ライスには高瀬茶粉
ルー。
「子どもからお年寄りまで

食べやすい味に仕上げました」
と

山根さん。
和田の空気に包まれ、
また食のイベントが行える日がく
ることを願いたい。

祭で元々食ブースに関わっていた山根

顎に蓄えた髭と、
穏やかな雰囲

るっていたことを知る三作神楽保存

を機に和田地区から離れ市街地

さん。
料理人として飲食店で腕を振

会佐藤会長の推薦で委員長に。
「片手
で食べられるグルメを作ろう」
と、
津

田投手の好物
「ちくわ」
に高瀬蒟蒻を

詰めて揚げた
「ちくわだ」
の開発や、
島
地川ダムカレーも作り、
祭の名物とし

気を合わせ持つ山根さん。
結婚

は子供たちに伝えたい魅力がた
ぶ。
地域への恩返し、
伝統継承。
次世代に繋ぎ残したい。
この地

に住むだけでなく通い後継者で
も地域を支えられるんじゃない
かと。
長男は前回の式年祭の時

に生まれたご縁もあるので、
そろ
そろ神楽の練習を一緒に行けた
らいいなと思います」

に住み、
現在は３児のパパとして

人生のステージの変化と共にふ

頃から関わっている神楽の事務

る。
山根さんらしく地域を発信し

仕事と育児に専念しつつ、
子供の
局として佐藤会長を手助け。
７年
毎の式年祭は来年秋。
それに向

るさとや地域への関わり方があ
て欲しい。

文／恵雅子

