
番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

※番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

4K・VR徳島映画祭2018
授賞式

琉球列島 生命のシンフォニー
やんばる奇跡の森の物語

5週（23～28）

23・24日のみ

6

00
旅するカンジ
～弐～

00
旅するカンジ
～其の三～

00

2月の放送番組表
放送
時間 1週（1） 2週（2～8） 3週（9～10 / 12～15）

4週（16～22）

16・17日のみ

30
まるごと動物ウォッチ
上野動物園

30
まるごと動物ウォッチ
千葉市動物公園

30
まるごと動物ウォッチ
横浜市立野毛山動物園

30

旅するカンジ
～其の四～

00

まるごと動物ウォッチ
円山動物園

30
まるごと動物ウォッチ
福岡市動物園

旅するカンジ
～其の五～

00
旅するカンジ
～其の六～　伊勢志摩スペシャル

神宿る山をゆく
狗留孫山(くるそんやま)・えびの市

45 となみ野の源流
農家生まれのシェフ ～小さい頃の思い出を料理に～

45 山形こそ、クール。 ～#ymgt_cool 4K～ #7 45

30 まほろば～歴史の扉～
服部友定と一向一揆前夜

30 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その16

30

田中律子の旅するSUP Season.2
～沼津・淡島編②～

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～長野県青木湖編①～

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～長野県青木湖編②～

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～沼津・淡島編①～

8

00
歴史探訪～天守を想う地元旅～
花倉城跡

00
榊原郁恵の町のお嬢さん
愛媛県松山市

00
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
11話

旅するカンジ
～其の三十五～

3030
旅するカンジ #34
～其の三十四～

7

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～接岨湖編②～

00

00 夢遍路
～ランダムハンターが挑む！四国88カ所完全歩き遍路～

十夜ヶ橋～45番札所

00

30 時代を超えたクルマたち
キャデラック　シリーズ 60スペシャル

30 NAGASAKI水中散歩
季節来遊魚

30 とくしまドローン紀行 そらたび
徳島県板野郡西部

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
～富士宮編～

となみ野の源流
五箇山のパン屋さん ～秘境で作られるあんドーナツ～

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩
祐天寺

30 時代を超えたクルマたち
ニッサン　スカイライン

45 新・郷土菜発見
御薗大根

45 ながさきのあまいお菓子の話
有平糖

45 新・郷土菜発見
新姫

45 すわSPA！～温泉のススメ～
矢木温泉

45 湯めぐり旅気分
黒湯温泉

20 Brilliant Life Lab
「ヘリンボーンテーブル」 20 Brilliant Life Lab

「キャンドルスタンド」「BTVワンダフルWORLD」を訪問
～志布志湾沖で青物ジギング！～

00
グレイトメッセージ ～郷土の礎を築いた人々～
書家 上條信山

00 新プライド～富山の仕事人～
時計修理技能士 麻地宏幸

30
三重・湯の山温泉開湯1300年
湯ったり癒やし旅

30
踊り！彩り！祭nine. 第二章 ＃5

00 新プライド～富山の仕事人～
和菓子職人 引網康博

00

忠敬先生が残したもの
～佐原に伝わる伊能忠敬物語～

00

30
岡崎ふるさと巡り　天下人 徳川家康
三方ヶ原の戦い

10

00 とちぎまちドラマ「ストーリー ストリートッ!」
第4話『栃木タベレバ娘』

00

いいね！にっぽん
日本の夏風景

00

9

15 とちぎまちドラマ「ストーリー ストリートッ!」
第5話『柔らかな風』

15 とちぎまちドラマ「ストーリー ストリートッ!」
第7話『私の道しるべ』

Beauty of JAPAN　Season.2
モノクロームの世界で夢と感動を

00
Beauty of JAPAN　Season.2
私たちの移住ライフ

00 とちぎまちドラマ「ストーリー ストリートッ!」
第6話『日本一のおもてなし』

30
秋冬の信州
～贅沢満喫編～

30 プロレスフェス2018
BEST OF SUPER LOCAL WRESTLING
～九州四国大会～

30
徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
ソロモンの秘宝は徳島県にあった

11

00
Beauty of JAPAN
途絶えた交流を再び ～常滑焼

00
Beauty of JAPAN
パン屋のジャックが見た大島

00

30
徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
徳島にあった邪馬台国の謎

30
まるごと動物ウォッチ
円山動物園

30
まるごと動物ウォッチ
井の頭自然文化園

30
まるごと動物ウォッチ
福岡市動物園

30

Beauty of JAPAN
ドイツ人陶芸家の住むまち

00

まるごと動物ウォッチ
東武動物公園

30
まるごと動物ウォッチ
神戸市立王子動物園

Beauty of JAPAN
イレーネが撮る大垣まつり

00
Beauty of JAPAN
忠犬の古里で暮らすエンジェル

12

00 第44回日本ケーブルテレビ大賞　番組アワード
コンペティション部門　優秀賞

00 【特集】ユネスコ無形文化遺産　～来訪神～ 00

旭山動物園開園50周年記念番組
旭山動物園のあるまち

30
ローカル線への招待
万葉線

30

祭・JAPAN Season.1
奇祭 なまはげ柴灯まつり

美・JAPAN
世界が認めた織物～結城紬～

富田の宝　世界の遺産へ
～鳥出神社の鯨船行事～

麗しき日本の神社仏閣
秋田・大日霊貴神社

【特集】ユネスコ無形文化遺産　～結城紬～ 00

第37回
浅草サンバカーニバル
パレードコンテスト
ダイジェスト

【特集】ユネスコ無形文化遺産　～山・鉾・屋台行事
～ 00 プロレスフェス2018

BEST OF SUPER LOCAL
WRESTLING
～関東甲信越大会～

ローカル線への招待
三重・三岐鉄道

30
ローカル線への招待
近鉄生駒鋼索線

30 プロレスフェス2018
BEST OF SUPER LOCAL
WRESTLING
～関西・中国大会～

ローカル線への招待
「チンチン電車」で行く！
世界遺産とひろしまの街

【特集】ユネスコ無形文化遺産　～大日堂舞
楽～

30 まほろば～歴史の扉～
服部友定と一向一揆前夜

30 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その16

30
旅するカンジ
～其の三十五～

田中律子の旅するSUP Season.2
～長野県青木湖編①～

00 田中律子の旅するSUP
Season.2
～長野県青木湖編②～

00 プロレスフェス2018
BEST OF SUPER LOCAL
WRESTLING
～東海大会～

田中律子の旅するSUP
Season.2
～長野県万水川編～

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～沼津・淡島編①～

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～沼津・淡島編②～

00

45 となみ野の源流
農家生まれのシェフ ～小さい頃の思い出を料理に～

45 山形こそ、クール。 ～#ymgt_cool 4K～ #7 45 となみ野の源流
五箇山のパン屋さん ～秘境で作られるあん
ドーナツ～

45 ノベ☆スタ感動体験
下阿蘇でシーカヤック体験

30 神宿る山をゆく
狗留孫山(くるそんやま)・えびの市

30 プロレスフェス2018
BEST OF SUPER LOCAL
WRESTLING
～九州四国大会～

まほろば～歴史の扉～
刀剣村正 その魅力と伝説

30 NAGASAKI水中散歩
季節来遊魚

30 とくしまドローン紀行 そらたび
徳島県板野郡西部

30
14

00
榊原郁恵の町のお嬢さん
愛媛県松山市

00
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
11話

00 夢遍路
～ランダムハンターが挑む！四国88カ所完全歩き遍路～

十夜ヶ橋～45番札所

00

浅草神社例大祭 三社祭
～本社神輿宮入り～
ダイジェスト

13

モト冬樹のまちかど呑み散歩
祐天寺

30 時代を超えたクルマたち
ニッサン　スカイライン

30 NAGASAKI水中散歩
変化する大村湾

時をかけるアメマ！
寛平さんぽ
～富士宮編～

00
榊原郁恵の町のお嬢さん
長野県小布施町

45 ながさきのあまいお菓子の話
有平糖

45 すわSPA！～温泉のススメ～
縄文の湯

15

00

忠敬先生が残したもの
～佐原に伝わる伊能忠敬物語～

00
歴史と文化薫る城下町いわくに
～錦帯橋まつり～

45 すわSPA！～温泉のススメ～
矢木温泉

45 湯めぐり旅気分
黒湯温泉

45 新・郷土菜発見
御薗大根

15 恋する高知
高知は釣り天国20 Brilliant Life Lab

「キャンドルスタンド」

00
グレイトメッセージ ～郷土の礎を築いた人々～
書家 上條信山

00 新プライド～富山の仕事人～
時計修理技能士 麻地宏幸

00 あいちの現代職人
～メカトロニクス編～

30
テクノ探検隊
環境に優しい熱機関 スターリングエンジン

16

00

いいね！にっぽん
日本の夏風景

00
Beauty of JAPAN　Season.2
モノクロームの世界で夢と感動を

00

30
第51回錦川水の祭典
錦帯橋花火大会

30
三重・湯の山温泉開湯1300年
湯ったり癒やし旅

30
踊り！彩り！祭nine. 第二章 ＃5

Beauty of JAPAN　Season.2
私たちの移住ライフ

00 とちぎまちドラマ「ストーリー ストリートッ!」
第6話『日本一のおもてなし』

00
Beauty of JAPAN　Season.2
お米のパスタで、世界を笑顔に。15 とちぎまちドラマ「ストーリー ストリートッ!」

第7話『私の道しるべ』

30
富山を釣る
～タイラバで五目釣り～

17

00 第44回日本ケーブルテレビ大賞　番組アワード
コミュニティ部門　優秀賞

00
4K・VR徳島映画祭2018
授賞式

00

30 プロレスフェス2018
BEST OF SUPER LOCAL WRESTLING
～九州四国大会～

30
徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
ソロモンの秘宝は徳島県にあった

30
徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
徳島にあった邪馬台国の謎

【特集】4K・VR徳島映画祭2018　大賞 00 【特集】4K・VR徳島映画祭2018　ドキュメンタリー賞 00

Beauty of JAPAN
北信濃に暮らして

激流と闘う乙女たち
～栄光への軌跡～

きらめきの海空
TOKUSHIMA 4K AQUARIUM EDITION

祭・JAPAN Season.2
ねぶた師  表現者の365日

祭・JAPAN Season.2
おまんと祭り　～この馬とまれ～

18

00 第44回日本ケーブルテレビ大賞　番組アワード
コンペティション部門　優秀賞

00 【特集】ユネスコ無形文化遺産　～来訪神～ 00

完全アポなし撮って出しTV！
見聞まま

30 【特集】4K・VR徳島映画祭2018　ニューフェイス
賞 30 【特集】4K・VR徳島映画祭2018　地域作品賞 30 【特集】4K・VR徳島映画祭2018　優秀賞

【特集】ユネスコ無形文化遺産　～結城紬～ 00 【特集】ユネスコ無形文化遺産　～山・鉾・屋台行事
～ 00 【特集】ユネスコ無形文化遺産　～大日堂舞楽～

祭・JAPAN Season.1
奇祭 なまはげ柴灯まつり

美・JAPAN
世界が認めた織物～結城紬～

富田の宝　世界の遺産へ
～鳥出神社の鯨船行事～

麗しき日本の神社仏閣
秋田・大日霊貴神社

ローカル線への招待
近鉄生駒鋼索線

30
ローカル線への招待
「チンチン電車」で行く！世界遺産とひろしまの街

19

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～沼津・淡島編②～

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～長野県青木湖編①～

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～長野県青木湖編②～

旭山動物園開園50周年記念番組
旭山動物園のあるまち

30
ローカル線への招待
万葉線

30
ローカル線への招待
三重・三岐鉄道

30

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～長野県万水川編～

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～長野県犀川編～

30 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その16

30
旅するカンジ
～其の三十五～

30 神宿る山をゆく
狗留孫山(くるそんやま)・えびの市

30 まほろば～歴史の扉～
刀剣村正 その魅力と伝説

30 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その1７

45 山形こそ、クール。 ～#ymgt_cool 4K～ #7 45 となみ野の源流
五箇山のパン屋さん ～秘境で作られるあんドーナツ～

45 ノベ☆スタ感動体験
下阿蘇でシーカヤック体験

45 山形こそ、クール。 ～#ymgt_cool 4K～ ＃8

20

00
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
11話

00 夢遍路
～ランダムハンターが挑む！四国88カ所完全歩き遍路～

十夜ヶ橋～45番札所

00
時をかけるアメマ！寛平さんぽ
～富士宮編～

00
榊原郁恵の町のお嬢さん
長野県小布施町

45 湯めぐり旅気分
黒湯温泉

45 新・郷土菜発見
御薗大根

45 ながさきのあまいお菓子の話
有平糖

45

00
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
12話

30 とくしまドローン紀行 そらたび
徳島県板野郡西部

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩
祐天寺

30 時代を超えたクルマたち
ニッサン　スカイライン

30 NAGASAKI水中散歩
変化する大村湾

30 とくしまドローン紀行 そらたび
Playback Soratabi+α：No.1

00 あいちの現代職人
～メカトロニクス編～

00
シェラカップは基本です！
日南市・蜂之巣オートキャンプ場(前編)15 恋する高知

高知は釣り天国

すわSPA！～温泉のススメ～
縄文の湯

45 NAGASAKI古写真らいぶらり～
聖寿山崇福寺　後編

22

00
Beauty of JAPAN　Season.2
モノクロームの世界で夢と感動を

00
Beauty of JAPAN　Season.2
私たちの移住ライフ

00

20 Brilliant Life Lab
「キャンドルスタンド」

30
三重・湯の山温泉開湯1300年
湯ったり癒やし旅

30
踊り！彩り！祭nine. 第二章 ＃5

21

00

「BTVワンダフルWORLD」を訪問
～志布志湾沖で青物ジギング！～

00
グレイトメッセージ ～郷土の礎を築いた人々～
書家 上條信山

00 新プライド～富山の仕事人～
時計修理技能士 麻地宏幸

30 プロレスフェス2018
BEST OF SUPER LOCAL WRESTLING
～九州四国大会～

30
徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
ソロモンの秘宝は徳島県にあった

00

いいね！にっぽん
スーパーキッズ、GOTOUCHIアイドル

15 とちぎまちドラマ「ストーリー ストリートッ!」
第7話『私の道しるべ』

30
富山を釣る
 ～タイラバで五目釣り～

30
テクノ探検隊
環境に優しい熱機関 スターリングエンジン

30
さかいで・かがわ物語
サヌカイト

30
徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
徳島にあった邪馬台国の謎

とちぎまちドラマ「ストーリー ストリートッ!」
第6話『日本一のおもてなし』

00
Beauty of JAPAN　Season.2
お米のパスタで、世界を笑顔に。

23

00 第44回日本ケーブルテレビ大賞　番組アワード
コミュニティ部門　優秀賞

00
4K・VR徳島映画祭2018
授賞式

00

完全アポなし撮って出しTV！
見聞まま

30 【特集】4K・VR徳島映画祭2018　ニューフェイス
賞 30

きらめきの海空
TOKUSHIMA 4K AQUARIUM EDITION

【特集】4K・VR徳島映画祭2018　大賞 00 【特集】4K・VR徳島映画祭2018　ドキュメンタリー賞 00 【特集】4K・VR徳島映画祭2018　ケーブルキャスト賞

Beauty of JAPAN
北信濃に暮らして

激流と闘う乙女たち
～栄光への軌跡～

【特集】4K・VR徳島映画祭2018　地域作品賞 30

祭・JAPAN Season.2
ねぶた師  表現者の365日



番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

※番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

2月の放送番組表
放送
時間

まるごと一日春夏秋冬

11日

7

00
それでもここで生きる
ふるさとの夏

30
それでもここで生きる
ふるさとの暮らし

6

00
それでもここで生きる
雪と暮らす

オススメ番組

30 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その14

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その10

8

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その７

30
それでもここで生きる
ふるさとの暮らし　～豪雪地域に生きる365日～

15 NAGASAKI水中散歩
初夏のそと海

9

00 NAGASAKI水中散歩
春！シロウオ

30 NAGASAKI水中散歩
貝の世界

45 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その3

30
富山の四季
～厳冬の郷土に生きる～

11

00
富山の四季
～愛しき郷土の秋～

45 NAGASAKI水中散歩
冬の王様　クエ

10

00
富山の四季
～愛しき郷土の春～

30
富山の四季
～あの夏の記憶～

45 とくしまドローン紀行 そらたび
徳島雪景　～母衣暮露滝～

15 とくしまドローン紀行 そらたび
晴れ時々波待ち。海陽町宍喰

30 とくしまドローン紀行 そらたび
剣山(後篇) ～いつか帰る場所～

12

00 とくしまドローン紀行 そらたび
On the road again　吉野川現風景 下流域編

30 美女2人天竜川伝説紀行
川エンジョイ飯田編　前編

14

00
松本四景

45 となみ野の源流
極寒仕込みの醤油 ～手作りの味を守る4代目～

15 となみ野の源流
どじょうの柳川～南砺市荒木のねつおくり祭り～

30 となみ野の源流
せんだん山のふく福柿～困難を乗り越えて輝いた実り～

13

00 となみ野の源流
農家レストラン大門　～ふるさとの伝承料理をつなぐ～

15 美女2人天竜川伝説紀行
いざ！千畳敷カールへ　後編

15

00 美女2人天竜川伝説紀行
いざ！千畳敷カールへ　前編

30 美女2人天竜川伝説紀行
冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール　前編

45 美女2人天竜川伝説紀行
川エンジョイ飯田編　後編

15 郷土菜発見
勝間南瓜

30 郷土菜発見
前川次郎柿

45 美女2人天竜川伝説紀行
冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール　後編

16

00 郷土菜発見
モリヤマメロン

30
旅するカンジ
～其の二十六～

18

00
旅するカンジ
～其の弐十弐～

30
旅するカンジ
～其の三十一～

45 郷土菜発見
的矢かき

17

00
旅するカンジ
～其の二十八～

それでもここで生きる
ふるさとの暮らし　～豪雪地域に生きる365日～

20

00
それでもここで生きる
ふるさとの夏

19

00
それでもここで生きる
雪と暮らす

30
それでもここで生きる
ふるさとの暮らし

30

45 とくしまドローン紀行 そらたび
徳島雪景　～母衣暮露滝～

30 とくしまドローン紀行 そらたび
剣山(後篇) ～いつか帰る場所～

15 とくしまドローン紀行 そらたび
晴れ時々波待ち。海陽町宍喰

23

00 とくしまドローン紀行 そらたび
On the road again　吉野川現風景 下流域編

22

00

富山の四季　～総集編～
水のふるさとに生きる

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その10

30 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その14

45 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その3

21

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その７

【特集】ユネスコ無形文化遺産

2018年11月「男鹿のナマハゲ」を含む、「来訪神 仮面・仮装の神々」の無形文化遺産登録が決定した。来訪神とは、

季節の変わり目に異界から訪れ、人々に幸福をもたらす神のことである。登録を記念し、ユネスコ無形文化遺産を取り上

げている番組をご紹介。世界に認められた伝統と文化を、鮮明な４Ｋ映像でご覧あれ。

・美・JAPAN 世界が認めた織物 ～結城紬～ （結城ケーブルテレビ）

・伝統文化再発見 自由自在の筆運び ～新丁菅公のからくり人形～（CTY）

・麗しき日本の神社仏閣 秋田・大日霊貴神社 （秋田ケーブルテレビ）

制作局：秋田ケーブルテレビ、結城ケーブルテレビ、シー・ティー・ワイ

真冬にサンバ！神輿！寒いからこそ熱いものを！8月に開催された「第37回 浅草サンバカーニバルパレードコンテスト」。出

場チームそれぞれの熱気あるサンバのダンス、歌とともにあの感動がよみがえる！コンテストとしての見どころの解説と表彰式

の模様をダイジェストでお届け！

そして毎年5月の第3金・土・日に行われ、3日間でのべ180万人の人出を数える日本を代表する祭りのひとつ「浅草神社例大

祭 三社祭」。祭り最終日の早朝、三基の本社神輿が浅草神社を出て44の町会をめぐり、夕方神社に還るクライマックスまでの

様子をこちらもダイジェストで。

制作局：ジュピターテレコム

©浅草サンバカーニバル実行委員会 ©浅草神社

2018年11月に「4K･VR徳島映画祭2018」が開催された。会場となったのは小学校の旧校舎。応募総数110作品の

中から大賞をはじめ、多くの賞が授賞された。授賞式の様子と授賞作品をまとめてお届けする。

制作局：須高ケーブルテレビ、丸菱、青森ケーブルテレビ、ケーブルテレビ徳島･池田ケーブルネットワーク、

琉球放送、キャッチネットワーク

琉球列島 生命のシンフォニー やんばる奇跡の森の物語

©RBC
きらめきの海空 TOKUSHIMA 4K AQUARIUM EDITION

©2018maruvishi.Ltd

©JCTA

東京浅草 “サンバ” “三社” 祭り

【特集】4K･VR徳島映画祭2018


