
シティチャンネル10月のみどころD111ch　中央テレビ総合

とくしまの未来　

私たちの未来を若手政治家と一緒に考え

るトーク番組。

毎月
更新
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新しくてかわいい習い事にスポットを当てます。

きらめきレッスン
　～私の道具箱～

もっと
知りたいコンピューター

文化協会だより

一日体験講座や文化講演会などを紹介。

放送時間　10:45 ～　14:45 ～　22:45 ～

月
金

金
日

情報ひろば　まちスマ
金
曜更
新

地域のニュースや新鮮な話題に加えて、ス

ポーツ情報やイベントのお知らせなどをお

とどけします。

更新日 (木 )18:00
放送時間 6:00 ～ ・ 10:００～
14:0０～ ・ 18:00 ～ ・ 22:00 ～

毎日

街の料理人

随時
更新

徳島県下を中心に各分野で活躍されている
人にスポットを当てる番組。

素顔

「よみっこかーも」の皆さんによる
絵本の読み聞かせの番組です。

よみっこかーもとおはなしタイム

インストラクター　森本　雅也さん

毎月
更新

放送時間 (火 ・土 )　7:00 ～　11 ： 0０～　１5:00 ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　19:00 ～　23 ： ００

初回放送 1日 7:00 ～

火
土

OK スポーツクラブ

みんな元気健康

健康寿命を延ばし、保つ、エクササイズ。

放送時間 6:45 ～　18:45 ～

毎日

討論会｢病児保育について vol2｣

総料理長　河野　博文さん

「パークウエストン 」

第１回から第 7 回までをアンコール放送！

初回放送 3日 7:00 ～

鴨島小学校　
放送日時17日(火)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　19日(木)10:00～

川島小学校
放送日時18日(水)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　20日(金)10:00～

牛島小学校
放送日時19日(木)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　21日(土)10:00～

飯尾敷地小学校
放送日時20日(金)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　22日(日)10:00～

上浦小学校
放送日時21日(土)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　23日(月)10:00～

川田中小学校
放送日時22日(日)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　24日(火)10:00～

森山小学校
放送日時23日(月)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　25日(水)10:00～

知恵島小学校
放送日時24日(火)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　26日(木)10:00～

西麻植小学校
放送日時25日(水)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　27日(金)10:00～

学島小学校
放送日時26日(木)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　28日(土)10:00～

川田小学校
放送日時27日(金)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　29日(日)10:00～

川田西小学校
放送日時28日(土)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　30日(月)10:00～

種野小学校
放送日時29日(日)12:00～
　　　　　　　　20:00～
　　　　31日(火)10:00～

■吉野川市中学校高校　文化祭・体育祭

県立川島中高文化祭
放送日時1日(日)12:00～
　　　　　　　 20:00～
　　　　8日(日)12:00～
　　　　　　　 20:00～
　　　　11日(水)12:00～
　　　　　　　 20:00～

県立川島中高体育祭
放送日時2日(月)12:00～
　　　　　　　 20:00～
　　　　9日(月)12:00～
　　　　　　　 20:00～
　　　　12日(木)12:00～
　　　　　　　 20:00～

山川中学校
山中祭
放送日時3日(火)12:00～
　　　　　　　 20:00～
　　　　10日(火)12:00～
　　　　　　　 20:00～
　　　　13日(金)12:00～
　　　　　　　 20:00～

吉野川市文化研修センター平成29年度前期講座発表会
①放送日時14日(土)12:00～
　　　　　　　 　 20:00～
　　　　　30日(月)12:00～
　　　　　　　 　 20:00～
　　　
②放送日時15日(日)12:00～
　　　　　　　 　 20:00～
　　　　　31日(火)12:00～
　　　　　　　 　 20:00～

鴨島小学校　　　

川島小学校　

牛島小学校　　　

飯尾敷地小学校　

上浦小学校　　　　

川田中小学校　　

森山小学校　　　

県立川島中高
　　文化祭

1日(日)12:00～
　　　 20:00～

県立川島中高
　　 体育祭

2日(月)12:00～
　　　 20:00～

山川中学校
   山中祭

3日(火)12:00～
　　　 20:00～

      吉野川市
文化研修センター
    平成29年度
 前期講座発表会

①14日(土)12:00～
　　　　　20:00～

      吉野川市
文化研修センター
    平成29年度
 前期講座発表会

②15日(日)12:00～
　　　　　20:00～

水
日

放送時間 (水 ・日 )　7:00 ～　11 ： 0０～　１5:00 ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　19:00 ～　23:００

放送時間 ( 水 ・ 日 )　7:00 ～　11:0０～　１5:00 ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　19:00 ～　23:００

水
日

放送時間 (月 ・金 )　7:00 ～　11:0０～　１5:00 ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　19:00 ～　23:００

　 デコ巻き寿司
はらだ　あきこさん

初回放送 2日 7:00 ～

放送時間 (月 ・金 )　7:00 ～　11:0０～　１5:00 ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　19:00 ～　23:００

放送時間 ( 水 ・ 土 )　7:00 ～　11:0０～　１5:00 ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　19:00 ～　23:００

初回放送 4日 7:30 ～

水
土

毎日

17日(火)12:00～・20:00～

19日(木)10:00～

18日(水)12:00～・20:00～

20日(金)10:00～
19日(木)12:00～・20:00～

21日(土)10:00～

20日(金)12:00～・20:00～

22日(日)10:00～

21日(土)12:00～・20:00～

23日(月)10:00～

22日(日)12:00～・20:00～

24日(火)10:00～
23日(月)12:00～・20:00～

25日(水)10:00～

知恵島小学校

川田西小学校

学島小学校

川田小学校

西麻植小学校

種野小学校

24日(火)12:00～・20:00～

26日(木)10:00～
25日(水)12:00～・20:00～

27日(金)10:00～

26日(木)12:00～・20:00～

28日(土)10:00～

27日(金)12:00～・20:00～

29日(日)10:00～

28日(土)12:00～・20:00～

24日(月)10:00～

29日(日)12:00～・20:00～

31日(火)10:00～


