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写真撮影／林義明（林写真館）

スカイホップブルーイング株式会社
ブルワー

大空和央さん

徳山駅を拠点に再開発が進んでいる。
転入し周南市民になる人も増えてい
る。周南市に転入し、クラフトビールを
作っているのが大空さんだ。

大空さんは、広島出身。山口大学へ進
学し学生時代を過ごす。１人１国をプ
レゼンテーションする授業でドイツを
紹介することになった大空さんは「観
光案内のようでは面白くない」と、ドイ
ツビールとウインナーを買い込んで飲
み比べてみた。すると、その違いや美
味しさ、ビールの奥深さにどっぷりハ
マり、これを機に、自らも楽しみながら
のビール研究が始まった。
卒業後は市内のホテルに就職しビー
ル祭りなどを宇部でも開催。セミナー
にも通った。その後、地ビール会社に
転職し営業でさらに人脈ができた。そ
の頃、周南市大津島の産物であるスダ

イダイでビールを作る企画に参加する
ことになる。周南市とのかかわりがで
き、他地域とは手ごたえが違うことに
感動。そして、次のビール祭りは周南
で、次に住むなら周南市で、と２０１９
年に実行委員会を立ち上げ、駅前で開
催。するとビールのみのイベントに３０
００人が集まり、１日で１０００リット
ルが出たことに「周南はビール好きな
人が多い！」と更なる手ごたえを感じ
た。

転居を決めると、河東町に工場を構え
て発泡酒作りに着手。ラベルはアメリ
カンコミック調のデザイン。POPで見
た目から楽しい仕上げになっている。
パッケージングまでを工場で行い、味

は１０種。そのうち３種は２０２２
年春に行われたジャパン・グレー
トビアアワーズで銀賞を受賞。
「クラフトビールの本場アメリカ
からも視察があり、高評価を得
たことで一層の自信につながっ
た」という。２回目のビアフェス
ティバルも９月に開催したばかり
でとんとん拍子に進んできたが
『毎日がピンチ』と語る前向きな
大空さん。特技はマジックで「子
供だましのような簡単なもので
も無茶苦茶練習を重ねたのは、
今の発泡酒づくりにも通じたか
も」と振り返る。
「今後はもっとブラッシュアップ
していきたい、恩返しもしていき

たい、クラフトビールが楽しめる
飲食店も展開したい。クラフト
ビールは楽しいものだというこ
とをコアなお客さんと話してい
きたい」と夢は広がる。

周南に暮らし、人の温かさに触
れ、周南大好きな大空さんから
は、若い感性に大らかな人柄も
感じられた。新しいものを取り入
れるまち、温かいまち、その言葉
も印象的だった。
これからも周南に新しい風を吹
き込み、さらに発信してもらいた
い。

　　　　　　　　　　　　文／恵雅子
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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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●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。
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周南市市政だより魅力探求秘密結社
ガチューシャ！！

①6:00②15:00③22:00
●毎月1日更新

周南市の広報番組。市民に役
立つ様々な市政情報をお届け
します。
[１１/ 1号 ] カッコいいぞ、介
護！

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
[１１/１号] 山口県桜ケ丘高校
　前編
[１１/16号] 後編

①8:30②17:15③21:45
●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
[１１/１号 ] 石城山歴史ロマン
の旅
[１１/16号 ] 光室積の旅　総
集編

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

旅すればしゅうなん こころてれびぴんぽんスマッシュ
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
[１１/１号 ] アートで個性を輝
かせる～海辺のオカピーさん、
コラボに挑戦～ 前編
[１１/16号] 後編

●毎月1日更新

ツヨシのゴー！ＧＯ！
動物園

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
[ １１/ 1 号 ] レッサーパンダ、
ダチョウ、ペンギンの赤ちゃん
を紹介。新人獣医師藤原さん
初登場！

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
[１１/ 1号 ] 立体！？ぶどうづく
り
[１１/16号] とりかごあそび

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

①12:40②21:45
●毎月月曜更新

山口県内８局のケーブルテレビ
が各地域のSDGsの取り組みを
紹介。
[１０/ 3１号 ] 柳井
[１１/ 1７号 ] 下松
[１１/ 1４号 ] 山口
[１１/ 2１号 ] 萩

あっこんなトコロにも！
山口県内のSDGs けーぶるにっぽん狛さんぽ

①11:00②17:30
●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
[１１/ 1号 ] 岩国市の尾道型の
狛犬を紹介
[１１/16号] 防府市の狛犬を紹
介 山口市最古の神殿狛犬が登
場

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
[１１/1号 ] ビストロ地元100%
テリヤキ鍋奉行編

●毎月1日・16日更新
①12:55②20:10③23:25

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。
[１１/ 1号 ] 児玉源太郎につい
て

CCSタイム

●毎月1日・16日更新
①10:00②16:00

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。
[ １１ / 1 号 ] 岐陽中学校吹奏
楽部　第45回定期演奏会

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）
[１１/1号 ] 花遊明　代表　岡
明代さん

①11:45②19:15
●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
[１１/ 1号 ] 今回は日本キクラ
ゲを使って簡単料理　屋外キッ
チン 前編
[１１/16号] 後編

①8:00②14:00③23:45
●毎月1日・16日更新

ズッキーニフォトこと周南人

●毎週月曜更新

周南各地の情報を「コレクト」
し、地域の話題をたっぷりお届
けします！様々なコーナーも進
行中！詳しくはＣＣＳの各ＳＮＳ
をご覧ください。MC：井上華織
　リポーター：鶴原咲織　瀬来
未央　木村修太郎

①7:00②12:00③18:00
④20:30

これくと

びびびの美

日刊新周南
記者解説

①8:25②14:25③21:25
●毎週月曜更新

周南、下松、光市に取材網をも
つ新周南新聞社の現場記者が
街の動向を独自の視点で解説。

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お
問合せください。

文字放送 周南の旬の話題を生中継。リポー
ター瀬来未央が現地の市民と交
流しながら地域の魅力を発信し
ます。テレビとYouTubeの同時配
信。不定期企画。

とれたてEZライブ
毎時３０分～（30分間）

これくと

これくと

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
[１１/ 1号 ] ●ふ～ちゃんのい
ただきま～す／老舗喫茶店の手
作りランチ「赤でんわ」●
comak iのママが楽する幸せ
キッチン／大根とツナのガー
リック炒め●街角ランキング／
「進物の大進」

①6:29②13:00③22:30
●毎月1日・16日更新

ぶ～ち！！パラダイス

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。
[１１/ 1 号 ] 長崎・雲仙　命の
水場　鳥たちの雲仙
[１１/16号 ] 愛知・東海　赤を
楽しむ！トマトのふるさと


