
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放送とHD放送は同一編成となります。
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00
技・JAPAN

00

30
まるごと動物ウォッチ

30

　　8月の放送番組表
放送
時間 １週目　1(木)～4(日) 2週目　5(月)～10(土)

※11日は終日特別編成／別紙 3週目　12(月)～18(日) 4週目　19(月)～25(日) 5週目　26(月)～31(土)

月・木：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎ふるさと
巡り

火・金：いしかわの1300年を巡る◇30新プライド～
富山の仕事人～ほか

水・土：田中律子の旅するSUP S3◇30テクノ探検隊

00

8

00

木・日：郷土菜発見◇15すわSPA！◇30恋する高知

金：きみの一歩で◇15となみ野の源流◇30旭山ドウブ
ツ◇45恋する高知

土：レストア ガレージ◇15新・郷土菜発見◇30なぜだ
か金澤　見つけて加賀・能登◇45恋する高知

月・木：きみの一歩で◇15となみ野の源流◇30旭山ド
ウブツ◇45恋する高知

火・金：レストア ガレージ◇15新・郷土菜発見◇30な
ぜだか金澤　見つけて加賀・能登◇45恋する高知

水・土：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑
み散歩◇45ノベ☆スタ感動体験

月・木・日：レストア ガレージ◇15新・郷土菜発見◇
30なぜだか金澤　見つけて加賀・能登◇45恋する高知

火・金：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑
み散歩◇45ノベ☆スタ感動体験

水・土：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇30レスト
ア ガレージ◇45レーシングスピリット

月・木・日：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちか
ど呑み散歩◇45ノベ☆スタ感動体験

火・金：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇30レスト
ア ガレージ◇45レーシングスピリット

水・土：郷土菜発見◇15あいちの現代職人◇30レーシ
ングスピリット

月・木：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇30レスト
ア ガレージ◇45レーシングスピリット

火・金：郷土菜発見◇15あいちの現代職人◇30レーシ
ングスピリット

水・土：きみの一歩で◇15新・郷土菜発見◇30レーシ
ングスピリット

00

7

00

木・日：令和元年 神田祭特集

金：田中律子の旅するSUP S3◇30湯ったり癒やし旅

土：瀬戸内しまなみ海道 ～ポタリングＥＹＥ～◇30よ
くばりな人生 ～報道写真家・笹本恒子～

月・木：田中律子の旅するSUP S3◇30湯ったり癒や
し旅

火・金：瀬戸内しまなみ海道 ～ポタリングＥＹＥ～◇
30よくばりな人生 ～報道写真家・笹本恒子～

水・土：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30夢遍路

月・木・日：瀬戸内しまなみ海道 ～ポタリングＥＹＥ～
◇30よくばりな人生 ～報道写真家・笹本恒子～

火・金：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30夢遍路

水・土：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎ふるさと
巡り

月・木・日：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30夢遍
路

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎ふるさと
巡り

水・土：いしかわの1300年を巡る◇30新プライド～
富山の仕事人～ほか

月・木：満州　富士見分村～戦後70年の証言～

火・金：原爆散歩-時を紡ぐ- ◇30激撮！カメラ女
子！！イコウ！ナガサキ

水・土：ながさき原爆記録全集～戦略爆撃調査団編～
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00

木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45NAGASAKI古写真らいぶらり～

金：いいね！にっぽん

土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

月・木：いいね！にっぽん

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

水・土：蒔絵　室瀬和美－時を超える美－◇45倶利伽
羅山開山1300年

月・木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45
まほろば

火・金：蒔絵　室瀬和美－時を超える美－◇45倶利伽
羅山開山1300年

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

月・木・日：蒔絵　室瀬和美－時を超える美－◇45倶
利伽羅山開山1300年

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

水・土：秋田竿燈まつり2018

月・木：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

火・金：秋田竿燈まつり2018

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば
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00

木・日：新プライド～富山の仕事人～◇20Brilliant Life
Lab◇30瀬戸内国際芸術祭2016　秋会期

金：私立釣竿学園爆釣クラブ2019 ◇30瀬戸内国際芸
術祭2016　冬編

土：受け継がれし伝統の技◇30瀬戸内国際芸術祭
2019開幕

月・木：私立釣竿学園爆釣クラブ2019 ◇30瀬戸内国
際芸術祭2016　冬編

火・金：受け継がれし伝統の技◇30瀬戸内国際芸術祭
2019開幕

水・土：ながさき原爆記録全集 第四十六回◇30東海の
肖像

月・木・日：受け継がれし伝統の技◇30瀬戸内国際芸
術祭2019開幕

火・金：ながさき原爆記録全集 第四十六回◇30東海の
肖像

水・土：満州　富士見分村～戦後70年の証言～

月・木・日：ながさき原爆記録全集 第四十六回◇30東
海の肖像

火・金：満州　富士見分村～戦後70年の証言～

水・土：原爆散歩-時を紡ぐ- ◇30激撮！カメラ女
子！！イコウ！ナガサキ
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00

木：田中律子の旅するSUP S3◇30湯ったり
癒し旅

金：瀬戸内しまなみ海道 ～ポタリングＥＹＥ～
◇30よくばりな人生 ～報道写真家・笹本恒子
～

土：令和元年 神田祭特集
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45 郷土菜発見 郷土菜発見 郷土菜発見 郷土菜発見 郷土菜発見 45
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旅するカンジ 旅するカンジ 00

30 NAGASAKI水中散歩 NAGASAKI水中散歩 NAGASAKI水中散歩 NAGASAKI水中散歩 NAGASAKI水中散歩

月・木：瀬戸内しまなみ海道 ～ポタリングＥＹ
Ｅ～◇30よくばりな人生～報道写真家・笹本
恒子～

火・金：原爆散歩－時を紡ぐ－(12:30～)

水・土：田中律子の旅するSUP S3
◇30湯ったり癒やし旅

月：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30夢遍
路

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎
ふるさと巡り

水：瀬戸内しまなみ海道～ポタリングＥＹＥ～
◇30よくばりな人生～報道写真家・笹本恒子
～

月・木：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎
ふるさと巡り

火・金：いしかわの1300年を巡る◇30新プ
ライド～富山の仕事人～ほか

水・土：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30
夢遍路
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月・木：いしかわの1300年を巡る◇30新プライド～
富山の仕事人～ほか

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30テクノ探検隊

水・土：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎ふるさと
巡り

00

月・木：郷土菜発見◇15あいちの現代職人◇30レーシ
ングスピリット

火・金：きみの一歩で◇15新・郷土菜発見◇30レーシ
ングスピリット

水・土：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇30レスト
ア ガレージ◇45レーシングスピリット

00

月・木：原爆散歩-時を紡ぐ-◇30激撮！カメラ女
子！！イコウ！ナガサキ

火・金：ながさき原爆記録全集～戦略爆撃調査団編～

水・土：満州　富士見分村～戦後70年の証言～
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00
木：私立釣竿学園爆釣クラブ2019 ◇30瀬戸
内国際芸術祭2016　冬編

金：受け継がれし伝統の技◇30瀬戸内国際芸
術祭2019開幕

土：新プライド～富山の仕事人～◇20Brilliant
Life Lab◇30瀬戸内国際芸術祭2016　秋会
期

月・木：受け継がれし伝統の技◇30瀬戸内国際芸術祭
2019開幕

火・金：ながさき原爆記録全集 第四十六回◇30東海の
肖像

水・土：私立釣竿学園爆釣クラブ2019 ◇30瀬戸内国
際芸術祭2016　冬編

月：ながさき原爆記録全集 第四十六回◇30東
海の肖像

火・金：満州　富士見分村～戦後70年の証言
～

水：受け継がれし伝統の技◇30瀬戸内国際芸
術祭2019開幕

月・木：満州　富士見分村～戦後70年の証言
～

火・金：原爆散歩-時を紡ぐ-◇30激撮！カメ
ラ女子！！イコウ！ナガサキ

水・土：ながさき原爆記録全集 第四十六回◇
30東海の肖像
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00

木：きみの一歩で◇15となみ野の源流◇30旭
山ドウブツ◇45恋する高知

金：レストア ガレージ◇15新・郷土菜発見◇
30なぜだか金澤　見つけて加賀・能登◇45恋
する高知

土：郷土菜発見◇15すわSPA！◇30恋する高
知

月・木：レストア ガレージ◇15新・郷土菜発見◇30な
ぜだか金澤　見つけて加賀・能登◇45恋する高知

火・金：ながさき原爆記録全集～戦略爆撃調査団編～

水・土：きみの一歩で◇15となみ野の源流◇30旭山ド
ウブツ◇45恋する高知

月：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちか
ど呑み散歩 ほか

火・金：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇
30レストア ガレージ ほか

水：レストア ガレージ◇15新・郷土菜発見◇
30なぜだか金澤　見つけて加賀・能登◇45恋
する高知

月・木：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇
30レストア ガレージ ほか

火・金：郷土菜発見◇15あいちの現代職人◇
30レーシングスピリット

水・土：旅して、せとうち◇30モト冬樹のま
ちかど呑み散歩 ほか

月・木：秋田竿燈まつり2018

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば
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00

1(木)～4(日)【特集】4Kセレクトアワー　夏の章
5(月)～31(土)【特集】4Kセレクトアワー　関東編

00

15

00

木・日：いいね！にっぽん

金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45NAGASAKI古写真らいぶらり～

月・木：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

火・金：満州　富士見分村～戦後70年の証言～

水・土：いいね！にっぽん

月：蒔絵　室瀬和美－時を超える美－◇45倶
利伽羅山開山1300年

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45まほろば

水：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45
まほろば

月・木：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45まほろば

火・金：秋田竿燈まつり2018

水・土：蒔絵　室瀬和美－時を超える美－◇
45倶利伽羅山開山1300年
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00

1(木)～4(日)【特集】お祭り　春夏秋冬
5(月)～31(土)４Ｋで咲き誇る花火大会

00

18

00

木・日：瀬戸内しまなみ海道 ～ポタリングＥＹＥ～◇
30よくばりな人生 ～報道写真家・笹本恒子～

金：令和元年 神田祭特集

土：田中律子の旅するSUP S3◇30湯ったり癒し旅

月・木：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30
夢遍路

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30湯っ
たり癒し旅

水：瀬戸内しまなみ海道～ポタリングＥＹＥ～
◇30よくばりな人生～報道写真家・笹本恒子
～
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(
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)

戦
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特
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月・木・日：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎ふる
さと巡り

火・金：瀬戸内しまなみ海道 ～ポタリングＥＹＥ～◇
30よくばりな人生～報道写真家・笹本恒子～

水・土：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30夢遍路

月・木・日：いしかわの1300年を巡る◇30新プライ
ド～富山の仕事人～ほか

火・金：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30夢遍路

水・土：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎ふるさと
巡り

月・木：田中律子の旅するSUP S3◇30テクノ探検隊

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎ふるさと
巡り

水・土：いしかわの1300年を巡る◇30新プライド～
富山の仕事人～ほか
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00

木・日：レストア ガレージ◇15新・郷土菜発
見◇30なぜだか金澤　見つけて加賀・能登◇
45恋する高知
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月・木：旅して、せとうち◇30モト冬樹のま
ちかど呑み散歩 ほか

火・金：きみの一歩で◇15となみ野の源流◇
30旭山ドウブツ ほか

水：レストア ガレージ◇15新・郷土菜発見◇
30なぜだか金澤　見つけて加賀・能登◇45恋
する高知

月・木・日：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇30レ
ストア ガレージ ほか

火・金：レストア ガレージ◇15新・郷土菜発見 ほか

水・土：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑
み散歩◇45ノベ☆スタ感動体験

月・木・日：郷土菜発見◇15あいちの現代職人◇30
レーシングスピリット

火・金：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑
み散歩◇45ノベ☆スタ感動体験

水・土：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇30レスト
ア ガレージ ほか

月・木：きみの一歩で◇15新・郷土菜発見◇30レーシ
ングスピリット

火・金：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇30レスト
ア ガレージ ほか

水・土：郷土菜発見◇15あいちの現代職人◇30レーシ
ングスピリット

00
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00

木・日：受け継がれし伝統の技◇30瀬戸内国
際芸術祭2019開幕

月・木：ながさき原爆記録全集
第四十六回◇30東海の肖像

火・金：私立釣竿学園爆釣クラブ2019◇30
瀬戸内国際芸術祭2016　冬編

水：受け継がれし伝統の技◇30瀬戸内国際芸
術祭2019開幕

月・木・日：満州　富士見分村～戦後70年の証言～

火・金：受け継がれし伝統の技◇30瀬戸内国際芸術祭
2019開幕

水・土：ながさき原爆記録全集 第四十六回◇30東海の
肖像

月・木・日：原爆散歩-時を紡ぐ- ◇30激撮！カメラ女
子！！イコウ！ナガサキ

火・金：ながさき原爆記録全集 第四十六回◇30東海の
肖像

水・土：満州　富士見分村～戦後70年の証言～

月・木：ながさき原爆記録全集～戦略爆撃調査団編～

火・金：満州　富士見分村～戦後70年の証言～

水・土：原爆散歩-時を紡ぐ- ◇30激撮！カメラ女
子！！イコウ！ナガサキ

00

23

00

1(木)～4(日)【特集】お祭り　春夏秋冬
5(月)～31(土)４Ｋで咲き誇る花火大会

00

月・木：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

水・土：秋田竿燈まつり2018

00

22

00

1(木)～4(日)【特集】4Kセレクトアワー　夏の章
5(月)～31(土)【特集】4Kセレクトアワー　関東編

00

21

00

木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45まほろば

金：◇30神宿る山をゆく◇45NAGASAKI古
写真らいぶらり～

土：◇30祭・JAPAN S2

月・木：蒔絵　室瀬和美－時を超える美－◇
45倶利伽羅山開山1300年

火・金：いいね！にっぽん

水：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45
まほろば

月・木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45
まほろば

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

水・土：蒔絵　室瀬和美－時を超える美－◇45倶利伽
羅山開山1300年

月・木・日：秋田竿燈まつり2018

火・金：蒔絵　室瀬和美－時を超える美－◇45倶利伽
羅山開山1300年

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば



※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放送とHD放送は同一編成となります。

23

00

THE WORLD THEATERS

エベレストトレッキング・カトマンズ
カナディアンロッキー
ワイナ・ポトシ・ラパス

21

00

シェラカップは基本です！

◇00熊本県南小国町(前編)
◇30熊本県南小国町(後編)

22

00

水が育む歴史ある文化
大山さんの水物語 ～鳥取・大山～

◇30Beauty of JAPAN　Season.2
神々が集う山陰に魅せられて

19

00

阿波の国　新冒険記

20

00

新プライド～富山の仕事人～

◇00立山ガイド 佐伯知彦
◇30バス運転手 杉林竜也

17

00

THE WORLD THEATERS

アルベロベッロ・サンマリノ共和国
マチュピチュ・マチュピチュ村
ワラス・ワスカラン国立公園

18

00

美女2人天竜川伝説紀行

◇00いざ！千畳敷カールへ　前編
◇15いざ！千畳敷カールへ　後編
◇30冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール 前編
◇45冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール 後編

15

00

シェラカップは基本です！

◇00都城市高城町(前編)
◇30都城市高城町(後編)

16

00

2億の脅威と2百の使命
～1世紀の大事業　立山砂防工事～

13

00

とくしまドローン紀行 そらたび

いつか帰る場所。Promised place. Mt.TSURUGI.
剣山(後編)　～いつか帰る場所～
白銀に遊べ。山国で舞え。
徳島雪景　～母衣暮露滝～

14

00

百名山　霊峰剣山を歩く

11

00

なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　なぜだか　その
11
◇15山形こそ、クール。
～#ymgt_cool 4K～いのりの風景 出羽三山
◇30ノベ☆スタ感動体験　大崩山登山
◇45ノベ☆スタ感動体験　比叡山でロッククライミン
グ体験

12

00

上高地からのたより

◇30富士山便り～日本最頂からの眺望～

9

00

神宿る山をゆく

古祖母山・高千穂町／双石山・宮崎市／男鈴山・日南
市

10

00

ネイチャーウォーク

◇00初夏の鳥海山
◇30七座山～ななくらさん～

　　8月の放送番組表

7

00

国の名勝指定 米子瀑布群～長野県須坂市～
◇15倶利伽羅山開山1300年
◇30ローカル線への招待　近鉄生駒鋼索線

8

00

美女2人天竜川伝説紀行

◇00いざ！千畳敷カールへ　前編
◇15いざ！千畳敷カールへ　後編
◇30冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール 前編
◇45冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール 後編

放送
時間 11(日)まるごと山の日DAY ピックアップ番組

6

00

2億の脅威と2百の使命
～1世紀の大事業　立山砂防工事～ まるごと山の日ＤＡＹ

山。そのどっしりした佇まいは、ときに私たちを見守ってくれているよう。

2017年に「山の日」が制定されてから続く、ケーブル４Ｋ恒例のまるごと１日特別編成。

富士山山頂からのご来光や、雲海広がる景色など、普段見ることのできない世界をお届け。エベレストやカナディアンロッキー

など世界の山々も登場。季節や場所、見る人の心境により様々な表情を見せる山の魅力を４Ｋで染める１日。踏破できますか⁉

制作局：ケーブルテレビ富山、 Goolight、金沢ケーブル、近鉄ケーブルネットワーク、宮崎ケーブルテレビ、

秋田ケーブルテレビ、ニューメディア、ケーブルメディアワイワイ、テレビ松本ケーブルビジョン、

TOKAIケーブルネットワーク、ケーブルテレビ徳島、中海テレビ、JDS

放送日：8月11日 6時～24時（1日）

けーぶるにっぽん Beauty of JAPAN Season.2「神々が集う山陰に魅せられて」

©JCTA

THE WORLD THEATERS ワラス・ワスカラン国立公園

©テレビトクシマ

長岡まつり 大花火大会2019 生放送

毎年8月2日・3日に日本一の大河・信濃川の河川敷を会場に開かれる長岡まつり大花火大会。

打上げ数は2日間で約2万発、観客数は100万人に上る。まつりの起源は長岡空襲の翌年、昭和21年に開かれた

復興祭。長岡花火には戦災殉難者への慰霊、復興に尽力した先人への感謝、恒久平和への祈りが込められてい

る。中越地震からの復興15周年を記念した特別版フェニックス花火をはじめ豪華花火を生放送でお届け。

制作局：エヌ・シィ・ティ

放送日：8月2日・3日 19時～（2時間30分）

©Nagaoka Tourism Convention Association All Rights Reserved.

夏祭り特集

胸に響く太鼓の振動、りんご飴の味、あの人の晴れ姿。夏祭り、それは誰もが思い出すあの日。

ケーブル４Ｋでは日本各地にある夏祭りを特集にしてご紹介。有名どころから、癖の強いものまで豪華にラインナップ。

真夏の一瞬にかける、祭り人たちの勇姿にも刮目あれ。

制作局：BAN-BANネットワークス、ニューメディア、知多半島ケーブルネットワーク、ZTV、 CTY、 LCV、

秋田ケーブルテレビ、広域高速ネット二九六、CATV富士五湖、金沢ケーブル、青森ケーブルテレビ、

よさこいケーブルネット

放送日：8月17・18日 12時～（4時間）

けーぶるにっぽん祭・JAPAN Season.1 天下の奇祭「豊浜鯛まつり」

©JCTA

けーぶるにっぽん 祭・JAPAN Season.2 谷の長楽寺 地蔵盆

©JCTA

山形こそ、クール。～#ymgt_cool 4K～ #3

©株式会社ニューメディア


