番組ガイド

どじょっこ

安来市議会
市長所信表明
録 画 1㊋ 午後6:15〜

9月定例会議
生 中継 3㊍午前9:59〜
録 画 3㊍午後6:00〜

月

Monday

火

Thursday

1

18:55 サヒメルうぉっち
19:00 まるっと安来
19:15 うたってキッズ

8

18:30 Choice！
「ラーメン」
19:00 まるっと安来
19:15 うたってキッズ
「城谷保育所」
19:30 日本名水巡りの旅
＃5「群馬」

21

18:15 荒木まどかの
ぶらっとだんだん
「古志原」

18:15 藤波辰爾の歴史探訪

18:15 出雲のほそ道

18:40 空からみた安来
「宇賀荘地区」

18:45 えきぐる！
木次線沿線楽しみ方ガイド

18:45 いただきます！安来の旬

19:00 まるっと安来

# 9「ぶどう」
#10
「こりゃう米」

18:00 まるっと安来

18:15 神主と学ぶ日本神話
「イザナミの死」

18:15 安来人物伝
第57回「山中鹿介」
（後編）

18:30 働き方改革
新しい働き方を求めて

18:30 伊勢美し国から
「灯台とボンボラと石工の町」

18:46 認知症を知ろう！

18:45 ナチュラルフードクッキング
「豆腐と半熟煮卵の中華風サラダ」

河井寛次郎生誕130年記念 19:15 安来人物伝
第57回「山中鹿介」
（後編）
第3回「暮らしが仕事 仕事が暮らし」

22

19:15 グラントワチャンネル

「イザナミの死」

28

18:00 まるっと安来

29

# 9「ぶどう」
#10
「こりゃう米」

19:30 あいラブせんりゅう
お題「愛」

18:00 まるっと安来

18:00 まるっと安来

18:15 どこ行く？れきはく！

18:30 Choice！
「ラーメン」

18:30 認知症を知ろう！

18:15 安来人物伝
第57回「山中鹿介」
（後編）

19:15 まるっとキッズ
「城谷保育所」
19:30 日本名水巡りの旅
＃5「群馬」

18:45 ぐるぐる関西
｢プリンセスたつのの
ステキデスたつの！
！」

18:30 けーぶるにっぽん
祭・JAPAN ＃11愛知
「天下の奇祭 豊浜鯛まつり」

19:00 まるっと安来

19:00 まるっと安来

19:15 安来人物伝
19:15 特 別番組
第57回「山中鹿介」
（後編）
河井寛次郎生誕130年記念
第5回「妻の河井つね」
19:30 けーぶるにっぽん
祭・JAPAN ＃12三重
19:45 消防庁啓発動画
「大入道 日本一大きなからくり人形」
「地震火災」

12

13

18:45 とんと昔があったげな
「飴買い幽霊」

19:45 空からみた安来
「宇賀荘地区」
「菅原地区」

19:00 まるっと安来☆30

20:00 特 別番組
しまね映画塾2020
リモートガイダンス

19:30 まーすぽ

21:00 特 別番組
河井寛次郎生誕130年記念
第3回「暮らしが仕事 仕事が暮らし」
第4回「故郷を愛した巨匠」

19

20
12:00

日曜放送

18:00 まるっと安来

25

73
17:30 はじめ人間ギャートルズ○

21:30 特 別番組
河井寛次郎生誕130年記念
第5回「妻の河井つね」

26

18:15 ぐるぐる中四国
18:30 釣り情報 後編
「三瓶自然館サヒメル
「暑さに負けるな！
リニューアルと夏の企画展」
夏の釣りを楽しもう♪」
18:30 神保町昭和歌謡倶楽部
「旅する歌」
19:00 まるっと安来
19:15 CATV情報ネットしまね
19:45 県立中央病院えにし

18:45 とんと昔があったげな
「飴買い幽霊」
18:30 まるっと安来☆30
19:30 まーすぽ

19:55 サヒメルうぉっち

27

6:30 子育てTVハピクラ

生 中継 2020年度 島根県高等学校

18:00 まるっと安来☆30

18:00 まるっと安来

30

74
6:30 子育てTV ハピクラ 9:30 毎日の体操の時間 17:30 はじめ人間ギャートルズ○

21:00 特 別番組
河井寛次郎生誕130年記念
第1回「すべてが顔に見える」
第2回「此の世 このまま大調和」

18:00 まるっと安来総集編
9月7日〜9月11日
18:30 釣り情報 前編
19:30
うたってキッズ
「暑さに負けるな！
「城谷保育所」
夏の釣りを楽しもう♪」

24

18:15 まるっとキッズ
「城谷保育所」

19:00 まるっと安来

19:45 消防庁啓発動画
「地震火災」

19:30 荒木まどかの
ぶらっとだんだん
「古志原」

9:30 毎日の体操の時間

19:15 特 別番組
19:00 まるっと安来
河井寛次郎生誕130年記念
第4回「故郷を愛した巨匠」 19:15 寺山修司をよむ
「第二章 空」

19:30 けーぶるにっぽん
19:45 里山から暮らしを考える
祭・JAPAN ＃10長野
「お舟祭 祭を支える氏子たち」

19:30 里山から暮らしを考える

20:45 安来人物伝
第57回「山中鹿介」
（後編）

生 中継
A1市街地
グランプリ
18:15 CATV情報ネットしまね 18:15 やすぎ☆元気カンパニー
GOTSU2020
＃29・30・31
18:00
まるっと安来総集編
18:45 どこ行く？れきはく！
9月14日〜9月18日
18:30 安来市伝統工芸の技
＃3
「ケヤキ指物木工」
19:15 安来人物伝
19:00 まるっと安来
第57回「山中鹿介」
（後編）
19:00 まるっと安来
19:15 出雲のほそ道
19:30 特 別番組
High School Days!!
19:15 安来すてき発見！
19:45 えきぐる！
安来高校 蒼輝祭
＃10・11・12
木次線沿線楽しみ方ガイド

23
6:30 子育てTV ハピクラ

19:15 安来すてき発見！
＃10・11・12

18

19:30 島大病院健康講座
「肝切除の適応と工夫」

19:45 海士X
「あまマーレ」

6

18:00 まるっと安来総集編
8月31日〜9月4日

72
17:30 はじめ人間ギャートルズ○

18:00 まるっと安来

19:00 まるっと安来

19:15 特 別番組

Sunday

18:00 まるっと安来☆30

9:30 毎日の体操の時間

18:00 まるっと安来

19:00 まるっと安来

19:00 まるっと安来

17

16

6:30 子育てTV ハピクラ

5

日

18:15 やすぎ☆元気カンパニー
#29・30・31
19:00 特 別番組
18:30 安来市伝統工芸の技
安来市中学校生徒会サミット
#3「ケヤキ指物木工」

19:45 グラントワチャンネル

19:45 寺山修司をよむ
「第二章 空」

15

18:00 まるっと安来

19:15 神保町昭和歌謡倶楽部
「旅する歌」

19:00 まるっと安来
19:15 特 別番組
河井寛次郎生誕130年記念
19:15 あいラブせんりゅう
第2回「此の世 このまま大調和」
お題「愛」

Saturday

6:30 子育てTV ハピクラ
9:30 毎日の体操の時間
70
17:30 はじめ人間ギャートルズ○

71
17:30 はじめ人間ギャートルズ○

18:00 まるっと安来

19:00 まるっと安来

4

土

Friday

11

9:30 毎日の体操の時間

18:00 初
まるっとキッズ
18:00 まるっと安来
18:00 特 別番組
「城谷保育所」
安来青年会議所
18:15 ぐるぐる中四国
導く地域の未来委員会 18:15 藤波辰爾の歴史探訪
「三瓶自然館サヒメル
「寄ってごしない！来てごしない！ 18:40 空からみた安来
リニューアルと夏の企画展」
どじょうすくいで出迎えたい！」
「菅原地区」
18:30 空からみた安来
18:45 いただきます！安来の旬
「宇賀荘地区」
「菅原地区」 19:00 神主と学ぶ日本神話

19:00 まるっとキッズ

3

18:00 まるっと安来

18:45 海士X
「あまマーレ」

金

Thursday

18:00 まるっと安来

回番組

18:40 集まれ、
やすぎっ子！
＃44・45・46

木

月〜金は2時間、土・日は4時間のリピート放送です。

10

9

18:00 まるっと安来
18:15 うたってキッズ
「城谷保育所」

2

6:30 子育てTV ハピクラ

19:30 けーぶるにっぽん
19:45 お地蔵ものがたり
祭・JAPAN ＃9鳥取
「美保関町」
「大山に蘇る古の王朝絵巻」

14

Wednesday

番組は毎日18：00 からスタート！

70
6:30 子育てTV ハピクラ
6:30 子育てTV ハピクラ 9:30 毎日の体操の時間 17:30 はじめ人間ギャートルズ○
9:30 毎日の体操の時間
18:00 まるっと安来
18:00 まるっと安来
18:15 初 回番組
9:59 生 中継 安来市議会
18:15 初 回番組
市長所信表明
9月定例会議
安来人物伝
第57回
「山中鹿介」
（
後編）
18:30 働き方改革
70
17:30 はじめ人間ギャートルズ○
新しい働き方を求めて
18:30 伊勢美し国から
18:00 録 画 安来市議会
18:46 お地蔵ものがたり
「灯台とボンボラと石工の町」
9月定例会議
「美保関町」
18:45 ナチュラルフードクッキング
19:00 まるっと安来
「ベトナム風春巻き」
19:15 特 別番組
19:00 まるっと安来
河井寛次郎生誕130年記念
第1回「すべてが顔に見える」 19:15 安来人物伝
第57回「山中鹿介」
（後編）
19:45 ぐるぐる関西
19:30 島大病院健康講座
｢プリンセスたつのの
「肝切除の適応と工夫」
ステキデスたつの！
！」

7

18:00 まるっと安来
18:15 初 回番組
うたってキッズ
「城谷保育所」
18:30 初 回番組
空からみた安来
「宇賀荘地区」
「菅原地区」
やすぎっ子！
18:40 集まれ、
＃44・45・46

水

9月号

秋季野球大会

9:45

土曜放送

準決勝

9:50

日曜放送

三位決定戦・決勝

73
17:30 ギャートルズ○
18:00 まるっと安来総集編
9月23日〜9月25日
19:00 特 別番組
安来市中学校生徒会サミット
20:45 まるっとキッズ
「城谷保育所」
21:00 特 別番組
「寄ってごしない！来てごしない！
どじょうすくいで出迎えたい！」

島根県ケーブルテレビ協議会ネットワーク生中継

安来市議会6月
安来市議会6月定例会議
定例会議
A1市街地グランプリ

島根県議会
本会議
生 中継

どじょっこ

午前10:00〜

午後 6:00〜
3㊍・10㊍・11㊎・14㊊
15㊋・16㊌・17㊍
18㊎・23㊌・10/2㊎
録画

議会中継中も簡単なリモ
コン操作で「お天気情報」
や「道路ライブカメラ」
を
ご覧いただけます。

2020年度島根県高等学校

GOTSU2020 秋季野球大会
生 中継

20 正午〜

※荒天の場合は21㊊に順延します。

準決勝
26㊏ 午前9：45〜

生 中継

三位決定戦・決勝
27 午前9：50〜

生 中継

日本初となる市街地開催のレー
ス。舞台は「東京から一番遠い
街」として高校の教科書に載っ
た江津市です。

センバツ出場校選考
の重要な判断材料
となる大会！

