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月

火

水

みなさんの安来愛を
「やすぎがスキ！」の
メッセージにのせてアピールしませんか？
●企業、
団体、
仲良しグループ問わず！
（３人以上から）
●
「○○がスキ、
やすぎがスキ！」
のフレーズを考えてね！
●最後に
「やすぎがスキ！」
を入れれば、
メッセージを入れてもＯＫ！
●１２秒以内で言えるように練習しよう！
ホームページから
どじょっこテレビ やすぎがスキ

で検索！

みんなの
「やすぎがスキ♡」が
見れるよ！！

木

1

金

18：00 まるっと安来
9：59
安来の情報満載！
18：15 市長所信表明
（20：15、22：15、24：15
18：00
当日のみリピート放送）
18：30 映画「たたら侍」
メイキング
制作：共同テレビ
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 釣り情報
「隠岐に行こうよ！①」
19：30 出雲のほそ道

安来市議会6月定例会
一般質問（1日目）
生中継
安来市議会6月定例会
一般質問（1日目）
録画

2017
JUN

土・日

2 18：00 まるっと安来総集編
3
4
5月29日〜6月1日
19：15 ぐるぐる中四国
「〜島根県大田市を満喫！世界遺産
石見銀山遺跡だけじゃない!〜」
19：30 安来市各部長に29年度事業を聞く
＃10「伯太地域センター」
＃11「総務部」
20：00 雲南市創作市民演劇
「異伝ヤマタノオロチ」
22：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

２２-５０５０

申込先

seisaku@dojyokko.ne.jp

※「やすぎがスキ！撮影希望」
とご記入ください。※代表者名と連絡先

9：59 安来市議会6月定例会
一般質問（2日目）
生中継
18：00 安来市議会6月定例会
一般質問（2日目）
録画

5 18：00 まるっと安来☆30分
6 18：00 まるっと安来
7
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：30 島大病院ちょっと気になる 18：15 安来人物伝
安来が生んだ先人達の物語
健康講座
「認知症の記憶障害について」
第18回「柴田午朗」
19：00 まるっと安来☆30分
18：30 ちょい旅きぶん
安来の情報満載！
「田舎ツーリズムの旅」
19：30 さんいんTODAY
19：00 まるっと安来
「ここに暮らして」
安来の情報満載！
19：50 出雲国たたら風土記
19：15 安来人物伝
オリジナル紙芝居
安来が生んだ先人達の物語
第18回「柴田午朗」
「となりのタタラ」
制作：
（一社）安来青年会議所 19：30 出雲のほそ道
20：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

8
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
18：15 釣り情報
「隠岐に行こうよ！②」
18：30 けーぶるにっぽん
祭JAPAN #4
「茨城・日立 日立風流物
〜桜の街に花開く匠の技」
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 釣り情報
「隠岐に行こうよ！②」
19：30 うらうらとゆく
島根半島四十二浦を巡る旅
「第20回 菅浦」
20：00以降、
繰り返し放送

9
10
土曜放送 生中継
18：00 まるっと安来☆30分
11
安来の情報満載！
9：45 日本卓球リーグ松江大会
【女子1部】中国電力VS.日本生命
18：30 荒木まどかの
土曜放送 生中継
あなたの疑問解決します。
「なつかしの一畑電気鉄道 12：25 CARP TIMES ウエスタン・リーグ
広瀬線跡を歩く ほか」
広島VS.オリックス
※再放送はありません
19：00 まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
18：00 まるっと安来総集編
6月6日〜6月9日
19：30 まちぶら★
「ようこそ、高梁へ」
19：15 ぐるぐる中四国
「元気まんまん!!まんのう町」
20：00以降、
繰り返し放送
19：30 ちょい旅きぶん
「田舎ツーリズムの旅」
20：00 第40回記念 錦帯橋まつり
21：00 隠岐★ドキ！あまチャンネル
21：30 まちぶら★
「ようこそ、
高梁へ」
22：00以降、
繰り返し放送

12 18：00 まるっと安来☆30分
13
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：15 お天気てるてる情報
18：30 けーぶるにっぽん
「大雨について」
祭JAPAN #5
「栃木・真岡 もおかのＳＬ・
18：30 映画「たたら侍」
メイキング
桜・菜の花街道」
制作：共同テレビ
19：00 まるっと安来☆30分
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
19：30 グラントワチャンネル
19：15 ぐるぐる中四国
「〜島根県大田市を満喫！ 19：45 新番組
世界遺産 石見銀山遺跡だ
教えて！よこやさん
神社について楽しく学べる番組
けじゃない!〜」
制作：ひらたCATV
19：30 島大病院ちょっと気になる
健康講座
20：00以降、
繰り返し放送
「認知症の記憶障害について」

14
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
18：15 ぐるぐる中四国
「元気まんまん!!
まんのう町」
18：30 出雲のほそ道
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 安来人物伝
安来が生んだ先人達の物語
第17回「妹尾豊三郎」
19：30 ちょい旅きぶん
「田舎ツーリズムの旅」
20：00以降、
繰り返し放送

15
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
18：15 釣り情報
「隠岐に行こうよ！③」
18：30 荒木まどかの
あなたの疑問解決します。
「なつかしの一畑電気鉄道
広瀬線跡を歩く ほか」
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 釣り情報
「隠岐に行こうよ！③」
19：30 隠岐★ドキ！
あまチャンネル

16 18：00 まるっと安来総集編
17
18：00 まるっと安来☆30分
18
安来の情報満載！
6月12日〜6月16日
18：30 うらうらとゆく
19：30 荒木まどかの あなたの疑問解決します。
島根半島四十二浦を巡る旅
「なつかしの一畑電気鉄道
「第21回 長見神社」
広瀬線跡を歩く ほか」
19：00 まるっと安来☆30分
20：00 第12回安来市小学校陸上大会
安来の情報満載！
土曜放送〈パート1〉
19：30 さんべ発 サヒメルnavi
男子・女子80ｍハードル 5年女子600ｍ
5年女子
・男子100ｍ
（予選）5年・6年男子1000ｍ
19：45 安来人物伝
6年女子・男子100ｍ
（予選）5年・6年タイムトライアル100ｍ
安来が生んだ先人達の物語
6年女子800ｍ
第18回「柴田午朗」
日曜放送〈パート2〉
20：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

5年女子・男子100ｍ
（決勝）6年女子400ｍリレー A・B
6年女子・男子100ｍ
（決勝）6年男子400ｍリレー A・B
5年女子400ｍリレー A・B 全学年女子・男子走り幅跳び
5年男子400ｍリレー A・B 全学年男子・女子ソフトボール投げ
5年・6年混合400ｍリレー

21：30 けーぶるにっぽん祭JAPAN #5
「栃木・真岡 もおかのＳＬ・桜・菜の花街道」
22：00以降、
繰り返し放送

19 18：00
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
18：30
18：15 まるっとキッズ
「あゆみ保育園」
18：30 島大病院ちょっと気になる 19：00
健康講座
「認知症の記憶障害について」 19：30
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 まるっとキッズ
「あゆみ保育園」
19：30 まちぶら★
「ようこそ、
高梁へ」
20：00以降、
繰り返し放送

20 18：00 まるっと安来
21 18：00 まるっと安来
22
まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：15 グラントワチャンネル
18：15 釣り情報
CATV情報ネットしまね
「隠岐に行こうよ！④」
6月
18：30 ちょい旅きぶん
「田舎ツーリズムの旅」
18：30 けーぶるにっぽん
まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
19：00 まるっと安来
祭JAPAN #5
「栃木・真岡 もおかの
安来の情報満載！
隠岐★ドキ！
ＳＬ・桜・菜の花街道」
19：15 お天気てるてる情報
あまチャンネル
「大雨について」
19：00 まるっと安来
20：00以降、
繰り返し放送
安来の情報満載！
19：30 出雲のほそ道
19：15 釣り情報
20：00以降、
繰り返し放送
「隠岐に行こうよ！④」
19：30 うらうらとゆく
島根半島四十二浦を巡る旅
「第21回 長見神社」

23
18：00 まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
18：30 LOOKING FOR アクアス
18：45 さんべ発 サヒメルnavi
19：00 まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
19：30 荒木まどかの
あなたの疑問解決します。
「なつかしの一畑電気鉄道
広瀬線跡を歩く ほか」
20：00以降、
繰り返し放送

18：00 まるっと安来総集編
6月19日〜6月23日
19：30 うらうらとゆく
島根半島四十二浦を巡る旅
「第21回 長見神社」
20：00 第12回安来市小学校陸上大会
土曜放送〈パート1〉
日曜放送〈パート2〉
21：30 安来人物伝
安来が生んだ先人達の物語
第18回「柴田午朗」
21：45 お天気てるてる情報
「大雨について」

25

24

22：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

26 18：00 まるっと安来☆30分
27
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：30 けーぶるにっぽん
18：15 まるっとキッズ
「あゆみ保育園」
祭JAPAN #6
「愛知・半田 半田祭人の誇り」
18：30 隠岐★ドキ！
あまチャンネル
19：00 まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：30 さんいんTODAY
「チームの要」
19：15 まるっとキッズ
「あゆみ保育園」
19：50 出雲国たたら風土記
オリジナル紙芝居
19：30 島大病院ちょっと気になる
「となりのタタラ」
健康講座
「認知症の記憶障害について」
制作：
（一社）安来青年会議所
20：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

28
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
18：15 新番組「やすぎ☆歩楽里」
高橋果菜が安来のまちを
ぶらり探検
地域の魅力を見つけに行
きます！
18：30 荒木まどかの
あなたの疑問解決します。
「なつかしの一畑電気鉄道
広瀬線跡を歩く ほか」
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 新番組「やすぎ☆歩楽里」
19：30 ちょい旅きぶん
「田舎ツーリズムの旅」

29
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
18：15 ぐるぐる中四国
「〜島根県大田市を満喫！
世界遺産 石見銀山遺跡だ
けじゃない!〜」
18：30 まちぶら★
「ようこそ、高梁へ」
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 安来人物伝
安来が生んだ先人達の物語
第18回「柴田午朗」
19：30 出雲のほそ道

30
18：00 まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
18：30 うらうらとゆく
島根半島四十二浦を巡る旅
「第21回 長見神社」
19：00 まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
19：30 ぐるぐる中四国
「元気まんまん!!
まんのう町」
19：45 LOOKING FOR アクアス
20：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

どじょっこテレビからのお知らせ

詳しくはWebで

地上デジタル放送 4『サンテレビ』、 5『広島ホームテレビ』
は気象状況により受信状態が
悪くなる恐れがありますのでご了承下さい。

http://www.dojyokko.jp

どじょっこテレビ

検索

