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火

水

18：00 まるっと安来☆30分 1 18：00
安来の情報満載！
18：30 ぐるぐる中四国
18：15
「願舞を支える人たち
〜近延・葛淵の伝統〜」
18：45 知の巨星
18：30
19：00
〜中村 元の軌跡〜
19：00 まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
19：15
19：30 CATV情報ネットしまね
7月

20：00以降、
繰り返し放送

木

2 18：00 まるっと安来
3
まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：15 釣り情報
安来人物伝
「みんな〜！夏も釣りに
安来が生んだ先人達の物語
第20回
「細田育宏」
行くよ！ −前半−」
18：30 うらうらとゆく
出雲のほそ道
島根半島四十二浦を巡る旅
まるっと安来
安来の情報満載！
「第22回 鷺浦」
19：00 まるっと安来
安来人物伝
安来の情報満載！
安来が生んだ先人達の物語
第20回
「細田育宏」
19：15 釣り情報
19：30 さんいんTODAY
「みんな〜！夏も釣りに
「挑戦」
行くよ！ −前半−」
20：00以降、
繰り返し放送 19：30 けーぶるにっぽん
祭JAPAN #8
石川・小松 華やぐ町
人文化 曳山子供歌舞
伎

金

2017
AUG

土

日

18：00 まるっと安来総集編 12
8月7日〜8月11日
19：30 戦争の記憶
〜戦艦大和乗組員が
語るレイテ沖海戦〜
20：00 マーブル開局
30周年ドラマ
「質実剛健 〜生きざま〜」
20：45 安来人物伝
安来が生んだ先人達の物語
第20回
「細田育宏」
21：00 平成29年
安来市成人式
（再）
＼成人おめでとう！／
今年の新成人は417人

13
11：30 暮らしを守れ！
電キーマン
〜電気の安定供給のために〜

6
18：00 まるっと安来☆30分 4 18：00 まるっと安来総集編 5 11：30 暮らしを守れ！
安来の情報満載！
7月31日〜8月4日
電キーマン
18：30 荒木まどかの あなたの 19：30 知の巨星
〜電気の安定供給のために〜
※リピート放送はありません
疑問解決します。
〜中村 元の軌跡〜
「名前のルーツを探って 19：45 やすぎ☆
18：00 まるっと安来総集編
ほしい！」
7月31日〜8月4日
元気カンパニー
（再）
「社会医療法人 昌林会」 19：30 知の巨星
19：00 まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
20：00 生中継
〜中村 元の軌跡〜
19：30 石見銀山展を
19：45 石正美術館
松江水郷祭
展覧会のご案内
見に行こう
〜湖上花火大会〜
※再放送はありません。
「石本正作品選II」ほか
19：45 ぐるぐる関西
「近大マグロの皮が財布 21：15 石正美術館
20：00 小松曳山子供歌舞伎
に!?世界初の革製品、
開
展覧会のご案内
2017
「石本正作品選II」ほか
発秘話」
22：00以降、
繰り返し放送
21：30 荒木まどかの あなたの
20：00以降、
繰り返し放送
疑問解決します。
「名前のルーツを探って
ほしい！」

20：00以降、
繰り返し放送

7 18：00 まるっと安来☆30分 8 18：00 まるっと安来
9
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：15 やすぎ☆
18：30 島大病院ちょっと気に 18：15 まつえのおいしい情報番組
しあわせグルメ
なる健康講座
元気カンパニー
（再）
「社会医療法人 昌林会」
「グルメ案内人杉原有と
「在宅での介護が楽に
奥村隼也が行く！松江思
18：30 ちょい旅きぶん
なる！！〜便利な福祉用
「隠岐郡知夫村の旅」
い出の味めぐり」
具の紹介〜」
19：00 まるっと安来☆30分
18：30 隠岐★ドキ！
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
あまチャンネル
19：30 石正美術館
19：00 まるっと安来
19：15 ぐるぐる中四国
安来の情報満載！
「願舞を支える人たち〜
展覧会のご案内
「石本正作品選II」ほか 19：15 安来人物伝
近延・葛淵の伝統〜」
19：45 元気な田舎へGo!
19：30 うらうらとゆく
安来が生んだ先人達の物語
第20回
「細田育宏」
島根半島四十二浦を巡る旅
〜暮らしの安全と希望
「第22回 鷺浦」
をつなぐ『小さな拠点』 19：30 荒木まどかの あなたの
づくり〜 ＃2
疑問解決します。
20：00以降、
繰り返し放送
「名前のルーツを探って
20：00以降、
繰り返し放送
ほしい！」

10 18：00 まるっと安来
11
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：15 釣り情報
18：15 知の巨星
「みんな〜！夏も釣りに
〜中村 元の軌跡〜
18：30 うらうらとゆく
行くよ！ −後半−」
18：30 鐵の道ゆらり
島根半島四十二浦を巡る旅
第1回
「第23回 釜浦」
「鉄山師の庭に癒される」 19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 ぐるぐる関西
「近大マグロの皮が財布
19：15 釣り情報
に！？世界初の革製品、
開
「みんな〜！夏も釣りに
発秘話」
行くよ！ −後半−」
19：30 やすぎ歩楽里（再）
19：30 出雲のほそ道
「宇賀荘地区をぶらり」
20：00以降、
繰り返し放送

1月3日に安来市民体育館で行わ
れた成人式の様子や新成人イン
タビューを放送します。

20：00以降、
繰り返し放送

22：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

14 18：00
18：00 まるっと安来
ダイジェスト
2017上期〜安来エリア〜
19：00 まるっと安来
19：00
ダイジェスト
2017上期〜広瀬エリア〜
20：00 お天気てるてる情報
20：00
「台風について」
20：15 やすぎ☆
元気カンパニー
（再） 20：30
「社会医療法人 昌林会」
20：30 やすぎ歩楽里（再）
「宇賀荘地区をぶらり」 21：00
21：00 平成29年安来市成人式（再）
＼成人おめでとう！／
今年の新成人は417人 21：30
1月3日に安来市民体育館で行わ
れた成人式の様子や新成人イン
タビューを放送します。

15
まるっと安来
ダイジェスト
2017上期〜伯太エリア〜
まるっと安来
ダイジェスト
2017上期〜安来市〜
戦争の記憶
〜戦艦大和乗組員が
語るレイテ沖海戦〜
蘇る100年の調べ
（再）
〜ノヴィ
−rebirth project〜
第29回
はくたチューリップ祭（再）
ダイジェスト
やすぎ刃物まつり
（再）
〜刃物の里帰り2017〜
22：00以降、
繰り返し放送

22：00以降、
繰り返し放送

16 18：00 まるっと安来
17
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：15 教えて！よこやさん
18：15 歴博NEWS
神社について楽しく学べ 18：30 荒木まどかの あなたの
る番組
疑問解決します。
「名前のルーツを探って
18：30 けーぶるにっぽん
ほしい！」
祭JAPAN #9
鳥取・大山 大山に蘇る 19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
古の王朝絵巻
19：00 まるっと安来
19：15 さんべ発 サヒメルnavi
安来の情報満載！
19：30 ちょい旅きぶん
「隠岐郡知夫村の旅」
19：15 グラントワチャンネル
19：30 ぐるぐる中四国
20：00以降、
繰り返し放送
「願舞を支える人たち
〜近延・葛淵の伝統〜」
19：45 釣り情報
「みんな〜！夏も釣りに
行くよ！ −前半−」

18：00 まるっと安来☆30分 18
安来の情報満載！
18：30 CATV情報ネットしまね
19：00 まるっと安来☆30分
安来の情報満載！
19：30 まつえの
おいしい情報番組
しあわせグルメ
「グルメ案内人杉原有と
奥村隼也が行く！松江思
い出の味めぐり」
19：45 釣り情報
「みんな〜！夏も釣りに
行くよ！ −後半−」
20：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

22：00以降、
繰り返し放送

21 18：00 まるっと安来☆30分 22 18：00 まるっと安来
23
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：15 まるっとキッズ
18：30 ちょい旅きぶん
18：15 まつえの
「隠岐郡知夫村の旅」
「認定こども園 安田」
おいしい情報番組
18：30 出雲のほそ道
19：00 まるっと安来☆30分
しあわせグルメ
「暑さなんかぶっとばせ！
安来の情報満載！
19：00 まるっと安来
にんにく料理でパワー全開！」
安来の情報満載！
19：30 鐵の道ゆらり
第1回
18：30 戦争の記憶
19：15 まるっとキッズ
「鉄山師の庭に癒される」
「認定こども園 安田」
〜戦艦大和乗組員が
19：30 釣り情報
語るレイテ沖海戦〜
20：00以降、
繰り返し放送
19：00 まるっと安来
「みんな〜！夏も釣りに
安来の情報満載！
行くよ！ −前半−」
19：15 釣り情報
19：45 元気な田舎へGo!
「みんな〜！夏も釣りに
〜暮らしの安全と希望
をつなぐ『小さな拠点』
行くよ！ −後半−」
19：30 うらうらとゆく
づくり〜 ＃2
島根半島四十二浦を巡る旅
20：00以降、
繰り返し放送
「第23回 釜浦」

※リピート放送はありません

18：00 まるっと安来総集編
8月7日〜8月11日
19：30 戦争の記憶
〜戦艦大和乗組員が
語るレイテ沖海戦〜
20：00 マーブル開局30周年ドラマ
「質実剛健 〜生きざま〜」
20：45 安来人物伝
安来が生んだ先人達の物語
第20回
「細田育宏」
21：00 第29回
はくたチューリップ祭（再）
ダイジェスト
21：30 やすぎ刃物まつり
（再）
〜刃物の里帰り2017〜

18：00 まるっと安来総集編 19 11：30 暮らしを守れ！電キーマン 20
8月16日〜8月18日
〜電気の安定供給のために〜
※リピート放送はありません
19：00 第37回
全日本トライアスロン 18：00 まるっと安来総集編
8月16日〜8月18日
皆生大会
トライアスロン日本発祥の地
『皆 19：00 第37回全日本トライアスロン
生』で鉄人たちの熱き戦いが今
皆生大会
年も繰り広げられる！
トライアスロン日本発祥の地
『皆

20：00 ちょい旅きぶん
生』で鉄人たちの熱き戦いが今
「隠岐郡知夫村の旅」
年も繰り広げられる！
20
00
ち
ょい旅きぶん
：
20：30 島大病院 ちょっと気に
「隠岐郡知夫村の旅」
なる健康講座
「在宅での介護が楽にな 20：30 島大病院 ちょっと気に
なる健康講座
る！
！〜便利な福祉用具
「在宅での介護が楽になる！！〜
の紹介〜」
便利な福祉用具の紹介〜」
21：00 第33回府内戦紙
百輝夜煌〜夜空を照ら 21：00 第33回府内戦紙
百輝夜煌〜夜空を照ら
す豊後府内の絆〜
す豊後府内の絆〜
22：00以降、
繰り返し放送
22：00以降、
繰り返し放送

24 18：00 まるっと安来☆30分 25
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
安来の情報満載！
18：15 LOOKING FOR アクアス 18：30 隠岐★ドキ！
18：30 歴博NEWS
あまチャンネル
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！
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：30 お天気てるてる情報
「台風について」
19：15 ぐるぐる関西
「近大マグロの皮が財布 19：45 グラントワチャンネル
に!?世界初の革製品、
開
20：00以降、
繰り返し放送
発秘話」
19：30 けーぶるにっぽん
祭JAPAN #9
鳥取・大山 大山に蘇る
古の王朝絵巻
20：00以降、
繰り返し放送

18：00 CATV情報ネットしまね 26 11：30
18：30 生中継！
第22回 キンニャモニャ祭り
〜踊れ！海士の夏の祭典〜 18：00
※再放送はありません。
20：00 やすぎ月の輪まつり2017 19：30
〜ダイジェスト〜
今年も賑やかに開催！
安来の夜空に約4000発の花火が
打ちあがる！
安来節踊り＆仁輪加＆月の輪神事

暮らしを守れ！電キーマン 27
〜電気の安定供給のために〜
※リピート放送はありません

まるっと安来総集編
8月21日〜8月25日
戦争の記憶
〜戦艦大和乗組員が
語るレイテ沖海戦〜
20：00 やすぎ月の輪まつり2017
〜ダイジェスト〜
今年も賑やかに開催！

安来の夜空に約4000発の花火が
21：30 うらうらとゆく
打ちあがる！
島根半島四十二浦を巡る旅
安来節踊り＆仁輪加＆月の輪神事
「第23回 釜浦」
21：30 うらうらとゆく
22：00 まるっと安来総集編
島根半島四十二浦を巡る旅
8月21日〜8月25日
「第23回 釜浦」
23：30 戦争の記憶
22：00以降、
繰り返し放送
〜戦艦大和乗組員が
語るレイテ沖海戦〜

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 まるっとキッズ
「認定こども園 安田」
18：30 荒木まどかの あなたの
疑問解決します。
「名前のルーツを探って
ほしい！」
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 まるっとキッズ
「認定こども園 安田」
19：30 CATV情報ネットしまね
20：00以降、
繰り返し放送

18：00 まるっと安来☆30分 29
安来の情報満載！
18：30 けーぶるにっぽん
祭JAPAN #10
長野・諏訪 お舟祭〜祭を
支える氏子たち〜
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
「願舞を支える人たち
〜近延・葛淵の伝統〜」
19：45 まつえの
おいしい情報番組
しあわせグルメ
「暑さなんかぶっとばせ！
にんにく料理でパワー全開！」

30
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
18：15 さんべ発 サヒメルnavi
18：30 さんいんTODAY
「走る人」
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 歴博NEWS
19：30 島大病院ちょっと気に
なる健康講座
「在宅での介護が楽にな
る！
！〜便利な福祉用具
の紹介〜」
20：00以降、
繰り返し放送

20：00以降、
繰り返し放送

31
18：00 まるっと安来
安来の情報満載！
18：15 やすぎ歩楽里
「伯太町母里地区を
ぶらり」
18：45 お天気てるてる情報
「台風について」
19：00 まるっと安来
安来の情報満載！
19：15 やすぎ歩楽里
「伯太町母里地区を
ぶらり」
19：45 LOOKING FOR アクアス

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

20：00以降、
繰り返し放送

申込先

で検索！

みんなの
「やすぎがスキ♡」
が
見れるよ！！

２２-５０５０

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

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

