番組ガイド

どじょっこ

8月号

島根県高校夏季体育大会フェンシング競技
初 1㊏午後8：00〜10：00

広瀬中央公園総合体育館
で行われた各種目男女決
勝戦の模様を、
フェンシン
グ初心者にも分かりやす
い解説つきでお伝えしま
す。安来高校フェンシング
部の活躍をお見逃しなく！

月

Monday

3

18:00 まるっと安来
18:15 初
回番組

うたってキッズ
「認定こども園井尻」

火

18:30 空からみた安来

「布部地区」
「宇波地区」

18:40 集まれ、やすぎっ子！
＃43・44・45

19:00 まるっと安来
19:15 うたってキッズ
19:30 けーぶるにっぽん

祭・JAPAN ＃3秋田
「奇祭 なまはげ柴灯まつり」

4

6:30 子育てTV ハピクラ
18:00 まるっと安来
18:15

やすぎ歩楽里
「宇波をぶらり」

生 中継

エフエム山陰Presents
私の「I LOVE...」
髭男ソングTOP20
18:00 うたってキッズ
「認定こども園井尻」

18:15

初 回番組

「熊野楯ケ崎の伝説」
18:45 ナチュラルフードクッキング
「イカのフェ／ふわふわイカナゲット」
19:00 まるっと安来
19:15 安来人物伝
19:30 島大病院健康講座
「病気になってからの健康の話」
「熱中症とマスク」

録画

令和2年度
島根県高等学校
夏季野球大会
〈決勝〉

11

初 回番組

まるっとキッズ
「みゆき保育園」

18:30 空からみた安来

「布部地区」
「宇波地区」

18:40 集まれ、やすぎっ子！
＃43・44・45

19:00 まるっと安来
19:15 まるっとキッズ
19:30 けーぶるにっぽん

「みゆき保育園」

18:30 choice！

「カレー」

19:00 まるっと安来
19:15 まるっとキッズ

「みゆき保育園」

19:30 日本名水巡りの旅
＃4「長野」

18:15 のんびり安来mini

「みさき親水公園」

18:30 けーぶるにっぽん

祭・JAPAN ＃7山形
「咲き誇る
烏帽子山の千本桜」

19:00 まるっと安来

Friday

18:00 まるっと安来☆30

18:15 荒木まどかの

18:30 釣り情報 前編

18:45 グラントワチャンネル
19:00 まるっと安来
19:15 神保町昭和歌謡倶楽部
「元気が出る歌特集」

19:45 ぐるぐる中四国

13

18:15 安来人物伝

第56回「山中鹿介」
（前編） 19:00 まるっと安来ダイジェスト
2020上期 安来地域

19:00 まるっと安来ダイジェスト

18:32 森林のエキスパートをめざせ 18:30 藤波辰爾の歴史探訪
島根県立農林大学校林業科のご案内
18:55 空からみた安来
「布部地区」
18:45 お地蔵ものがたり
「西津田・東朝日」
19:00 まるっと安来
19:00 まるっと安来
19:15 安来人物伝
第56回「山中鹿介」
19:15 出雲のほそ道
お題「折鶴」

「熊野楯ケ崎の伝説」
18:30 ナチュラルフードクッキング
「イカとゴーヤの塩麹入りチャンプルー」
18:45 安来人物伝
第56回「山中鹿介」
（前編）
19:00 まるっと安来
19:15 島大病院健康講座
「病気になってからの健康の話」
「熱中症とマスク」
19:45 寺山修司をよむ
「第一章 海」

18:30 やすぎ歩楽里

「宇波をぶらり」

19:00 まるっと安来
19:15 お地蔵ものがたり

「西津田・東朝日」

25

26

9:30 毎日の体操の時間

「海軍戦闘機が語る平和への祈り」
18:30 働き方改革
新しい働き方を求めて
18:47 森林のエキスパートをめざせ
島根県立農林大学校林業科のご案内
19:00 まるっと安来
19:15 神主と学ぶ日本神話
「国生みと神生み」
19:30 荒木まどかの
ぶらっとだんだん
「鹿島町古浦」

特 別番組

島根県高校夏季体育大会
フェンシング競技

2020上期 伯太地域

20:00 戦争の記憶
〜安来編〜
20:30 安来高校文化部
合同発表会

21:30 Thank Blue Concert

20:00

21:05 金メダル

20:30 安高文化部

21:30

21:30

以上の価値

「宇波地区」

初 16㊐お盆セレクション②

2020年上期
（1〜6月）
に放送した
「ま
るっと安来」から、注目の話題をアン
コール放送！

日曜放送
特 別番組

島根県高校夏季
体育大会ダイジェスト
前編

島根県高校夏季
体育大会ダイジェスト
後編

22

23

19:15 空からみた安来

8月17日〜8月21日

「布部地区」
「宇波地区」

「ワクワクドキドキ五目釣り」 19:30 働き方改革
新しい働き方を求めて
18:45 とんと昔があったげな
「栗原屋のそばを食べたきつね」 19:47 森林のエキスパートをめざせ
〜島根県立農林大学校
19:00 まるっと安来
林業科のご案内〜
19:15 安来すてき発見！
20:00 しまね文化振興財団・マーブル共催
＃9・10・11
無観客ライブ We can do it !
一緒に頑張ろう！
19:30 ま〜すぽ

#7「なす」

18:55 サヒメルうぉっち
19:00 まるっと安来
19:15 出雲のほそ道
19:45 木次線えきぐる！

27

28

「吹屋よいとこアカガネの町
日本遺産ジャパンレッド発祥の地」

「元気が出る歌特集」

19:00 まるっと安来
19:15 CATV情報ネットしまね
19:45 いただきます！安来の旬

祭・JAPAN ＃5栃木
「もおかのＳＬ
・桜・
菜の花街道」

19:00 まるっと安来☆30
19:30 けーぶるにっぽん

祭・JAPAN＃6愛知
「半田祭人の誇り」

29

30

19:55 サヒメルうぉっち

川井郁子ヴァイオリンの調べ
初 14㊎午後9：30〜10：00
再 15㊏午前9：00、午後1：30、午後5：00
音楽の力で、
世界中の医療従事者へ
感謝を伝える。

18:00 まるっと安来総集編

8月24日〜8月28日

19:30

土曜放送

戦争の記憶
〜安来編〜

日曜放送

戦争の記憶
〜松江編〜

特
安来市出前講座
第6回 総務課安来市の平和活動
21:05 金メダル以上の価値
前畑秀子のメッセージ

20:00

別番組

21:30

土曜放送

日曜放送

特 別番組

特 別番組

島根県高校夏季 島根県高校夏季
体育大会ダイジェスト 体育大会ダイジェスト
前編
後編

#7「なす」

ま
まる
るっ
っと
と安来ダ
安来ダイ
イジ
ジェ
ェス
スト
ト Thank Blue Concert
初 15㊏お盆セレクション①

特 別番組

合同発表会

18:30 釣り情報 後編

18:30 神保町昭和歌謡倶楽部

第56回「山中鹿介」
（前編）

初 14㊎広瀬地域・伯太地域

土曜放送

69
17:30 はじめ人間ギャートルズ○

18:40 空からみた安来

初 13㊍安来市・安来地域

日曜放送

まるっと安来お盆
セレクション②
〜松江編〜

18:45 いただきます！安来の旬

18:30 けーぶるにっぽん

「第一章 海」

20:00 戦争の記憶

18:15 CATV情報ネットしまね

18:15 ぐるぐる中四国

19:45 寺山修司をよむ

特 別番組

安来市出前講座
「安来市の平和活動」

18:00 まるっと安来総集編

18:15 藤波辰爾の歴史探訪

お題「折鶴」

18:00

18:15 やすぎ☆元気カンパニー
＃28・29・30

18:00 まるっと安来☆30

19:15 あいラブせんりゅう

土曜放送

まるっと安来お盆
セレクション①

18:00 まるっと安来

安来市出前講座
第6回総務課

安来市の平和活動

初 15㊏午後8：00〜9：05

安来市加納美術館の加納佳世子名誉
館長が、画家・加納莞蕾が求め続けた
恒久平和について紹介します。

おとう飯始めようキャンペーン

祭・JAPAN ＃8石川
「華やぐ町人文化
曳山子供歌舞伎」

18:00

16

18:00 まるっと安来

19:15 いただきます！安来の旬
19:30 けーぶるにっぽん

15

21

18:00 まるっと安来

19:00 まるっと安来

9

8月3日〜8月7日

川井郁子ヴァイオリンの調べ

18:00 まるっと安来

18:45 安来人物伝

島根県高校
夏季体育大会
フェンシング競技

録画

令和2年度
島根県高等学校
夏季野球大会
〈準決勝〉

68
17:30 はじめ人間ギャートルズ○

18:00 まるっと安来
18:15 伊勢美し国から

「国生みと神生み」

6:30 子育てTV ハピクラ

20:00

2020上期 広瀬地域

20

19

18:15 神主と学ぶ日本神話

特 別番組

18:00 まるっと安来総集編

19:30 あいラブせんりゅう

18:00 まるっと安来

18:00 まるっと安来
18:15 ぐるぐる関西

20:00

14

18:15 働き方改革

2020上期 安来市

9:30 毎日の体操の時間

初 回番組

空からみた安来
「布部地区」
「宇波地区」
19:45 水難事故から命を守る！ 20:00
「ういてまて」

お盆特別編成
お盆特別編成

「吹屋よいとこアカガネの町
日本遺産ジャパンレッド発祥の地」

18:00 まるっと安来ダイジェスト

18

7月27日〜7月31日

録画

令和2年度
島根県高等学校
夏季野球大会
〈準決勝〉

「ワクワクドキドキ五目釣り」 19:30 やすぎ歩楽里
「宇波をぶらり」
18:45 とんと昔があったげな
「栗原屋のそばを食べたきつね」 20:00 しまね文化振興財団・マーブル共催
無観客ライブ We can do it !
19:00 まるっと安来☆30
一緒に頑張ろう！
19:30 ま〜すぽ

ぶらっとだんだん
「鹿島町古浦」

67
17:30 はじめ人間ギャートルズ○

6:30 子育てTV ハピクラ

19:30

16:00

8

18:00 まるっと安来ダイジェスト

新しい働き方を求めて

18:00 まるっと安来総集編

7

18:00 まるっと安来

お盆特番

31

18:00 まるっと安来

6

金

9:30 毎日の体操の時間

6:30 子育てTV ハピクラ

24

18:15 まるっとキッズ

Thursday

18:00 まるっと安来

12

祭・JAPAN ＃4茨城
19:30 やすぎ歩楽里
「日立風流物
桜の街に花開く匠の技」
「宇波をぶらり」

18:00 まるっと安来

木

18:00 まるっと安来

17

18:15

島根県高校夏季体育大会ダイジェスト 土 Saturday 日 Sunday
前編 初 15㊏午後9：30〜10：00
1
2
後編 初 16㊐午後9：30〜10：00

66
17:30 はじめ人間ギャートルズ○

18:30 伊勢美し国から

のんびり安来mini
「みさき親水公園」
18:30 choice！
「カレー」
19:00 うたってキッズ
19:15 いただきます！安来の旬
おとう飯始めようキャンペーン
19:30 日本名水巡りの旅
19:45 海士X
「隠岐神社」
＃4「長野」

18:00 まるっと安来

5
安来人物伝
第56回「山中鹿介」
（前編）

「隠岐神社」

19:00

Wednesday

9:30 毎日の体操の時間
18:00 まるっと安来
18:15 初

18:45 海士X

月〜金は2時間、土・日は4時間のリピート放送です。

新型コロナウイルスの感染拡大で中止となった
島根県高校総体の代替となる島根県高校夏季
体育大会。各競技の模様を、安来高校・情報科学
高校の生徒の活躍シーンを中心に、ダイジェスト
で放送します！

回番組

初 回番組

10
13:30

水

Tuesday

番組は毎日18：00 からスタート！

㊤画家・加納莞蕾
㊧安来市加納美術館
加納佳世子名誉館長

金メダル以上の価値
日本人初の五輪金メダリスト
前畑秀子のメッセージ
初 15㊏午後9：05〜9：30

愛知県の椙山女学園大学生たちが、母
校の先輩で日本人初の五輪金メダリス
ト前畑秀子さんに迫った作品です。

