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6/1(月)
00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #7 中目黒

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #8 五反田

30 となみ野の源流 #15 おふくろの味　〜道の駅の手
作り弁当〜

45 となみ野の源流 #16 小矢部川の春　〜季節の味
サクラウグイ料理を守る〜

いいね！にっぽん
#18 日本の夏風景

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#1 〜静岡県静岡市編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#2 〜富士宮編〜

30

00 時代を超えたクルマたち #15 フォード　マスタング

15 時代を超えたクルマたち #16 トヨタ　1600ＧＴ

ニッポンの新・伝統工芸
#5 角館の樺細工　〜秋田

30

00 日本百菓の旅 #6 愛知県知立市・あんまき

15 日本百菓の旅 #7 鈴鹿の銘菓　小原木

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #11 徳島雪景　〜母
衣暮露滝〜

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #12 早春の海峡に踊
る阿波色　鳴門わかめ漁

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築いた
人々〜
#12 卓球で世界をつなぐ　荻村伊智朗

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#13 歌人　太田水穂

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#12

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#1

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #12 なぜだか
　その12

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #13 なぜだか
　その13

30 神宿る山をゆく #17 二上山・五ヶ瀬町

45 神宿る山をゆく #18 丹助岳・日之影町

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #14 ぶん
ご色のハム

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #13 まち
を元気に！と毎月イベントを開催する髙田正広さん

30 かえる先生のいきもの交遊録 冬を越す昆虫たち

45 かえる先生のいきもの交遊録 長崎のヘビとヘビ少
年

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力 東海地域編
旅するカンジ #33・34　〜其の三十
三〜 / 〜其の三十四〜

00

Beauty of JAPAN
#7 イレーネが撮る大垣まつり

00

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

30

田中律子の旅するSUP Season.3
#15 〜徳島県・水床湾編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#16 〜徳島県・竹ヶ島編〜

30

藤波辰爾の歴史探訪
#5 〜松山城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#6 〜丸岡城編〜

30

00 東海の肖像
木曽三川 災害に備えた人の知恵　輪
中と水屋

30 東海の肖像
八百余年の伝統　関の刃物モノがたり

上高地からのたより
00

30 オカザえもんがゆく！ #1 フラダンスでハワイ気分を
満喫

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#1

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#1 2000GT　#2 モデルT　#3 セリ
カ　#4 セブン"チャミー"

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#5 第5話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#6 第6話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 東明山 興福寺

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山 崇福寺

ローカル線への招待
#6 万葉線

30

すわSPA！〜温泉のススメ〜 宮の湯00

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 みなみ温泉

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #1 武蔵小杉

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #2 学芸大学

00 NAGASAKI水中散歩 #1 海の宝石箱「ウミウシ」

NAGASAKI水中散歩 #2 鮎の産卵15

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #1 阿波國一之宮　
大麻比古神社

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #2 神山町江田地区
と棚田の菜の花

放送休止　【2時〜6時】

00

6/2(火)
藤波辰爾の歴史探訪
#5 〜松山城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#6 〜丸岡城編〜

30

00 東海の肖像
木曽三川 災害に備えた人の知恵　輪
中と水屋

30 東海の肖像
八百余年の伝統　関の刃物モノがたり

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#5 第5話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#6 第6話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 東明山 興福寺

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山 崇福寺

ローカル線への招待
#6 万葉線

30

00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #7 中目黒

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #8 五反田

30 となみ野の源流 #15 おふくろの味　〜道の駅の手
作り弁当〜

45 となみ野の源流 #16 小矢部川の春　〜季節の味
サクラウグイ料理を守る〜

いいね！にっぽん
#18 日本の夏風景

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#1 〜静岡県静岡市編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#2 〜富士宮編〜

30

00 時代を超えたクルマたち #15 フォード　マスタング

15 時代を超えたクルマたち #16 トヨタ　1600ＧＴ

ニッポンの新・伝統工芸
#5 角館の樺細工　〜秋田

30

00 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

15 ノベ☆スタ感動体験 #15 天然杉に出会うトレッキン
グ体験

鈴鹿８耐への飽くなき挑戦！
遅咲きのライダー國川浩道

30

00 ケーブル4Kセレクション
地域の魅力 東海地域編
三重・湯の山温泉開湯1300年　湯っ
たり癒やし旅 / 四季菜々 #4　浦村かき
/ 日本百菓の旅 #5　参宮街道の餅菓
子

Beauty of JAPAN
#8 忠犬の古里で暮らすエンジェル

00

Beauty of JAPAN Season.2
#9 変わる街を見つめるEYE

30

田中律子の旅するSUP Season.3
#17 〜徳島県・大鳴門橋編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#18 〜徳島県・小鳴門海峡編〜

30

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #8 技 〜
親から子へ〜

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #9 富士山
に魅せられた女性

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #6

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #7

新プライド〜富山の仕事人〜
#9 クレーン運転士　坂林一史

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#28 山口久乗三代目　山口敏雄

00

30 オカザえもんがゆく！ #2 バージンロードを一緒に歩
いて

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#2

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#5 スポーツ800　#6 5　#7 AA型
　#8 カローラ

00

00 旅して、せとうち
#8 〜パワースポットと花に彩られた島
　兵庫・淡路島〜

30 旅して、せとうち
#9 〜香川・坂出 王越・松山地区を巡
る〜
湯めぐり旅気分 フォレスタ鳥海00

湯めぐり旅気分 黒湯温泉15

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#1 1番 霊山寺〜5番 地蔵寺

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 金鶏の湯

すわSPA！〜温泉のススメ〜 平温泉15

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #3 たまプラーザ

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #4 三軒茶屋

00 NAGASAKI水中散歩 #3 美しきハゼの世界

15 NAGASAKI水中散歩 #4 卵を守る魚たち

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #3 洋上の奇跡　伊
島

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #4 ココロが走る。牟
岐線の旅。

放送休止　【2時〜6時】

00

6/3(水)
00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #8 技 〜

親から子へ〜

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #9 富士山
に魅せられた女性

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #6

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #7

新プライド〜富山の仕事人〜
#9 クレーン運転士　坂林一史

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

30

00 旅して、せとうち
#8 〜パワースポットと花に彩られた島
　兵庫・淡路島〜

30 旅して、せとうち
#9 〜香川・坂出 王越・松山地区を巡
る〜
湯めぐり旅気分 フォレスタ鳥海00

湯めぐり旅気分 黒湯温泉15

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#1 1番 霊山寺〜5番 地蔵寺

藤波辰爾の歴史探訪
#5 〜松山城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#6 〜丸岡城編〜

30

00 東海の肖像
木曽三川 災害に備えた人の知恵　輪
中と水屋

30 東海の肖像
八百余年の伝統　関の刃物モノがたり

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#5 第5話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#6 第6話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 東明山 興福寺

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山 崇福寺

ローカル線への招待
#6 万葉線

30

00 あいちの現代職人 #11 〜フラワー装飾編〜

15 あいちの現代職人 #8 〜電気溶接編〜

30 すわSPA！〜温泉のススメ〜 アクアランド篇

45 すわSPA！〜温泉のススメ〜 稀石の癒篇

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#1 静岡県静岡市編　#2 富士宮編

00

Beauty of JAPAN
#9 神の都のプロフェッサー

00

Beauty of JAPAN Season.2
#10 ルネがつなぐ“泳ぐ宝石” 錦鯉

30

田中律子の旅するSUP Season.3
#19 〜北海道・支笏湖編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#20 〜北海道・雷電岬編〜

30

郷土菜発見 #8 八町きゅうり00

郷土菜発見 #9 呉羽梨15

30 ノベ☆スタ感動体験 #13 パックン岩までトレッキング
体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #14 島野浦でトレッキング体験

田中律子の旅するSUP Season.3
#10 〜西伊豆編③〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#11 〜西伊豆編④〜

30

藤波辰爾の歴史探訪
#7 〜一乗谷朝倉氏遺跡・福井城編〜

00

30 オカザえもんがゆく！ #3 岡崎の魅力を教えて！

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#3

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#9 フェアレディ　#10 パテント モトー
ルヴァーゲン　#11 1500　#12 シ
ルビア

00

シェラカップは基本です！
#14 熊本県南小国町　後編

00

シェラカップは基本です！
#15 宮崎県日南市　前編

30

ぶらり　尾道こみち #8 西京小路00

ぶらり　尾道こみち #9 千光寺道15

30 あいちの現代職人 #1 〜メカトロニクス編〜

45 あいちの現代職人 #2 〜洋菓子製造編〜

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 河童の湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 蓼科温泉共同浴場

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #5 自由が丘

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #6 荏原中延

NAGASAKI水中散歩 #5 海中洞窟00

15 NAGASAKI水中散歩 #6 神楽島上陸

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #5 雨咲き、風歌う、
大川原高原

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #6 ふるさとにそびえ
る原始の森。三嶺

放送休止　【2時〜6時】

00

6/4(木)
郷土菜発見 #8 八町きゅうり00

郷土菜発見 #9 呉羽梨15

30 ノベ☆スタ感動体験 #13 パックン岩までトレッキング
体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #14 島野浦でトレッキング体験

田中律子の旅するSUP Season.3
#10 〜西伊豆編③〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#11 〜西伊豆編④〜

30

シェラカップは基本です！
#14 熊本県南小国町　後編

00

シェラカップは基本です！
#15 宮崎県日南市　前編

30

ぶらり　尾道こみち #8 西京小路00

ぶらり　尾道こみち #9 千光寺道15

30 あいちの現代職人 #1 〜メカトロニクス編〜

45 あいちの現代職人 #2 〜洋菓子製造編〜

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #8 技 〜
親から子へ〜

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #9 富士山
に魅せられた女性

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #6

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #7

新プライド〜富山の仕事人〜
#9 クレーン運転士　坂林一史

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

30

00 旅して、せとうち
#8 〜パワースポットと花に彩られた島
　兵庫・淡路島〜

30 旅して、せとうち
#9 〜香川・坂出 王越・松山地区を巡
る〜
湯めぐり旅気分 フォレスタ鳥海00

湯めぐり旅気分 黒湯温泉15

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#1 1番 霊山寺〜5番 地蔵寺

田中律子の旅するSUP Season.4
〜沖縄県・西表島編②〜

00

30 瀬戸内しまなみ海道 〜ポタリングＥＹＥ〜 #9 来島海
峡大橋

45 瀬戸内しまなみ海道 〜ポタリングＥＹＥ〜 #10 今治

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#3 長野編 前編　#4 長野編 後編

00

00 Beauty of JAPAN
#10 林業で村を豊かにするフランス人

30 Beauty of JAPAN Season.2
#12 新湊内川のもうひとつの架け橋に

田中律子の旅するSUP Season.3
#21 〜秋田県・田沢湖編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#22 〜秋田県・夏瀬渓谷編〜

30

00 日本百菓の旅 #7 鈴鹿の銘菓　小原木

15 日本百菓の旅 #8 新潟県・長岡　大手饅頭

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #12 早春の海峡に踊
る阿波色　鳴門わかめ漁

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #13 On the road a
gain　吉野川現風景 下流域編

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#13 歌人　太田水穂

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#1 才能教育研究会 創始者 鈴木鎮一

00 とくしまドローン紀行 そらたび  #27 咲き暮れ阿波桜

15 とくしまドローン紀行 そらたび  #28 クジラの夢

30 オカザえもんがゆく！ #4 男川やなでそば打ち体験

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#13 クラウン RS型　#14 Eタイプ　
ロードスター　#15 マスタング　#16
1600ＧＴ

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#1

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#2

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #13 なぜだか
　その13

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #14 なぜだか
　その14

30 神宿る山をゆく #18 丹助岳・日之影町

神宿る山をゆく #19 鉾岳・延岡市45

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 ゆたん歩゜

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 ゆーとろん水神の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #7 中目黒

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #8 五反田

NAGASAKI水中散歩 #7 春藻場00

NAGASAKI水中散歩 #8 海中温泉15

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #7 知の深林を飛ぶ「
徳島県文化の森総合公園」

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #8 「美しきもの。」を
湛える上勝。

放送休止　【2時〜6時】

00

6/5(金)
00 日本百菓の旅 #7 鈴鹿の銘菓　小原木

15 日本百菓の旅 #8 新潟県・長岡　大手饅頭

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #12 早春の海峡に踊
る阿波色　鳴門わかめ漁

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #13 On the road a
gain　吉野川現風景 下流域編

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#13 歌人　太田水穂

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#1 才能教育研究会 創始者 鈴木鎮一

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#1

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#2

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #13 なぜだか
　その13

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #14 なぜだか
　その14

30 神宿る山をゆく #18 丹助岳・日之影町

神宿る山をゆく #19 鉾岳・延岡市45

郷土菜発見 #8 八町きゅうり00

郷土菜発見 #9 呉羽梨15

30 ノベ☆スタ感動体験 #13 パックン岩までトレッキング
体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #14 島野浦でトレッキング体験

田中律子の旅するSUP Season.3
#10 〜西伊豆編③〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#11 〜西伊豆編④〜

30

シェラカップは基本です！
#14 熊本県南小国町　後編

00

シェラカップは基本です！
#15 宮崎県日南市　前編

30

ぶらり　尾道こみち #8 西京小路00

ぶらり　尾道こみち #9 千光寺道15

30 あいちの現代職人 #1 〜メカトロニクス編〜

45 あいちの現代職人 #2 〜洋菓子製造編〜

なまはげ柴灯まつり2020 ダイジェス
ト

00

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#5 東京編 前編　#6 東京編 後編

00

00 Beauty of JAPAN
#11 勇壮優美 夜高まつりに魅せられ
て

Beauty of JAPAN
#12 少女の微笑みが藤に舞う

30

田中律子の旅するSUP Season.3
#23 〜長崎県・伊王島編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#24 〜長崎県・九十九島編①〜

30

00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #8 五反田

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #9 元住吉

30 となみ野の源流 #16 小矢部川の春　〜季節の味
サクラウグイ料理を守る〜

45 となみ野の源流 #17 糀あそび　〜体にやさしいス
イーツを求めて〜

いいね！にっぽん
#19 スーパーキッズ、GOTOUCHIア
イドル

00

雨晴絶景物語
00

30 オカザえもんがゆく！ #5 岡崎の新しい魅力 内藤ル
ネって何？

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#5

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#17 クワトロ　#18 レオーネ エステ
ートバン 4WD #19 エレクトリック #2
0 ヒーレー スプライト

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#2 〜富士宮編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#3 〜長野編　前編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#1

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#2

30 ニッポンの新・伝統工芸
#6 伝統の和釘を後世に「火造りのう
ちやま」の挑戦

00 オカザえもんがゆく！ #1 フラダンスでハワイ気分を
満喫

15 オカザえもんがゆく！ #2 バージンロードを一緒に歩
いて

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #9 元住吉

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #10 代官山

00 NAGASAKI水中散歩 #9 タツノオトシゴのハッチアウ
ト

15 NAGASAKI水中散歩 #10 アカエイに会いに行こう！

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #9 Night flight in th
e Tokushima city.　きもちきらめく街へ。

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #10 白銀に遊べ。山
国で舞え。

放送休止　【2時〜6時】

00

6/6(土)
シェラカップは基本です！
#14 熊本県南小国町　後編

00

シェラカップは基本です！
#15 宮崎県日南市　前編

30

00 旅して、せとうち
#8 〜パワースポットと花に彩られた島
　兵庫・淡路島〜

30 旅して、せとうち
#9 〜香川・坂出 王越・松山地区を巡
る〜

いいね！にっぽん
#19 スーパーキッズ、GOTOUCHIア
イドル

00

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力 東海地域編
旅するカンジ #33・34　〜其の三十
三〜 / 〜其の三十四〜

00

00 ケーブル4Kセレクション
地域の魅力 東海地域編
三重・湯の山温泉開湯1300年　湯っ
たり癒やし旅 / 四季菜々 #4　浦村かき
/ 日本百菓の旅 #5　参宮街道の餅菓
子

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#1 静岡県静岡市編　#2 富士宮編

00

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#3 長野編 前編　#4 長野編 後編

00

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#5 東京編 前編　#6 東京編 後編

00

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

00

Beauty of JAPAN Season.2
#9 変わる街を見つめるEYE

30

Beauty of JAPAN Season.2
#10 ルネがつなぐ“泳ぐ宝石” 錦鯉

00

30 Beauty of JAPAN Season.2
#12 新湊内川のもうひとつの架け橋に

Beauty of JAPAN
#7 イレーネが撮る大垣まつり

00

Beauty of JAPAN
#8 忠犬の古里で暮らすエンジェル

30

Beauty of JAPAN
#9 神の都のプロフェッサー

00

30 Beauty of JAPAN
#10 林業で村を豊かにするフランス人

00 Beauty of JAPAN
#11 勇壮優美 夜高まつりに魅せられ
て

Beauty of JAPAN
#12 少女の微笑みが藤に舞う

30

上高地からのたより
00

新プライド〜富山の仕事人〜
#28 山口久乗三代目　山口敏雄

30

藤波辰爾の歴史探訪
#7 〜一乗谷朝倉氏遺跡・福井城編〜

00

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #27 咲き暮れ阿波桜

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #28 クジラの夢

雨晴絶景物語
00

30 オカザえもんがゆく！ #1 フラダンスでハワイ気分を
満喫

45 オカザえもんがゆく！ #2 バージンロードを一緒に歩
いて

00 オカザえもんがゆく！ #3 岡崎の魅力を教えて！

15 オカザえもんがゆく！ #4 男川やなでそば打ち体験

30 オカザえもんがゆく！ #5 岡崎の新しい魅力 内藤ル
ネって何？

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#1

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#2

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#3

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#5

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 塩壺の湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 石遊の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #11 武蔵小山

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #12 桜新町

00 NAGASAKI水中散歩 #11 夏のいきものとシュノー
ケリング

15 NAGASAKI水中散歩 #12 長崎の外洋

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #11 徳島雪景　〜母
衣暮露滝〜

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #12 早春の海峡に踊
る阿波色　鳴門わかめ漁

放送休止　【2時〜6時】

00

6/7(日)
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#5 第5話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#6 第6話

30

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#1

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#2

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#9 クレーン運転士　坂林一史

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

30

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #14 ぶん
ご色のハム

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #13 まち
を元気に！と毎月イベントを開催する髙田正広さん

30 かえる先生のいきもの交遊録 冬を越す昆虫たち

45 かえる先生のいきもの交遊録 長崎のヘビとヘビ少
年

00 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

15 ノベ☆スタ感動体験 #15 天然杉に出会うトレッキン
グ体験

鈴鹿８耐への飽くなき挑戦！
遅咲きのライダー國川浩道

30

00 あいちの現代職人 #11 〜フラワー装飾編〜

15 あいちの現代職人 #8 〜電気溶接編〜

30 すわSPA！〜温泉のススメ〜 アクアランド篇

45 すわSPA！〜温泉のススメ〜 稀石の癒篇

田中律子の旅するSUP Season.4
〜沖縄県・西表島編②〜

00

30 瀬戸内しまなみ海道 〜ポタリングＥＹＥ〜 #9 来島海
峡大橋

45 瀬戸内しまなみ海道 〜ポタリングＥＹＥ〜 #10 今治

なまはげ柴灯まつり2020 ダイジェス
ト

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#15 〜徳島県・水床湾編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#16 〜徳島県・竹ヶ島編〜

30

田中律子の旅するSUP Season.3
#17 〜徳島県・大鳴門橋編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#18 〜徳島県・小鳴門海峡編〜

30

田中律子の旅するSUP Season.3
#19 〜北海道・支笏湖編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#20 〜北海道・雷電岬編〜

30

田中律子の旅するSUP Season.3
#21 〜秋田県・田沢湖編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#22 〜秋田県・夏瀬渓谷編〜

30

田中律子の旅するSUP Season.3
#23 〜長崎県・伊王島編〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#24 〜長崎県・九十九島編①〜

30

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#1 2000GT　#2 モデルT　#3 セリ
カ　#4 セブン"チャミー"

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#5 スポーツ800　#6 5　#7 AA型
　#8 カローラ

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#9 フェアレディ　#10 パテント モトー
ルヴァーゲン　#11 1500　#12 シ
ルビア

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#13 クラウン RS型　#14 Eタイプ　
ロードスター　#15 マスタング　#16
1600ＧＴ

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#17 クワトロ　#18 レオーネ エステ
ートバン 4WD #19 エレクトリック #2
0 ヒーレー スプライト

00

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 音無の湯

すわSPA！〜温泉のススメ〜 片倉館15

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #13 溝の口

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #14 青葉台

00 NAGASAKI水中散歩 #13 泥場のいきもの

15 NAGASAKI水中散歩 #14 台風の後

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #13 On the road a
gain　吉野川現風景 下流域編

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #14 Mysterious col
or in NAKA-cho.　奇絶の谿としずくの森

放送休止　【2時〜6時】

00
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※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。
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6/8(月)
00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #8 五反田

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #9 元住吉

30 となみ野の源流 #16 小矢部川の春　〜季節の味
サクラウグイ料理を守る〜

45 となみ野の源流 #17 糀あそび　〜体にやさしいス
イーツを求めて〜

いいね！にっぽん
#19 スーパーキッズ、GOTOUCHIア
イドル

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#2 〜富士宮編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#3 〜長野編　前編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#1

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#2

30 ニッポンの新・伝統工芸
#6 伝統の和釘を後世に「火造りのう
ちやま」の挑戦

00 日本百菓の旅 #7 鈴鹿の銘菓　小原木

15 日本百菓の旅 #8 新潟県・長岡　大手饅頭

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #12 早春の海峡に踊
る阿波色　鳴門わかめ漁

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #13 On the road a
gain　吉野川現風景 下流域編

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#13 歌人　太田水穂

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#1 才能教育研究会 創始者 鈴木鎮一

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#1

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#2

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #13 なぜだか
　その13

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #14 なぜだか
　その14

30 神宿る山をゆく #18 丹助岳・日之影町

神宿る山をゆく #19 鉾岳・延岡市45

上高地からのたより
00

30 オカザえもんがゆく！ #1 フラダンスでハワイ気分を
満喫

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#1

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#7 静岡まつり編　#8 三島編

00

躍動！JAPAN
#1 プライドを賭け心つなげ 綱引

00

躍動！JAPAN
#13 雪国ビーチでアタック！

30

田中律子の旅するSUP Season.3
#25 〜長崎県・九十九島編②〜

00

30 田中律子の旅するSUP　新春特番
〜SUPフィッシングで西伊豆の幸を堪
能しようスペシャル〜

藤波辰爾の歴史探訪
#6 〜丸岡城編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#1 〜松本城天守編〜

30

00 東海の肖像
八百余年の伝統　関の刃物モノがたり

30 東海の肖像
なごやめし　歴史と人が奏でる食文化

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#16 〜大阪編　前編〜

00

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#6

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#7

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#21 92型　#22 ベレット 1600ＧＴ　
#23 PV544　#24 トヨエース

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#6 第6話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#7 第7話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山 崇福寺

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山崇福寺　後
編

ローカル線への招待
#7 三重・三岐鉄道

30

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 すずらんの湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 大和温泉

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #15 祐天寺

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #16 松陰神社前

00 NAGASAKI水中散歩 #15 街中の鮎

15 NAGASAKI水中散歩 #16 冬のサンゴ

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #15 Treasure of ria
coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #16 晴れ時々波待ち
。海陽町宍喰

放送休止　【2時〜6時】

00

6/9(火)
藤波辰爾の歴史探訪
#6 〜丸岡城編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#1 〜松本城天守編〜

30

00 東海の肖像
八百余年の伝統　関の刃物モノがたり

30 東海の肖像
なごやめし　歴史と人が奏でる食文化

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#6 第6話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#7 第7話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山 崇福寺

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山崇福寺　後
編

ローカル線への招待
#7 三重・三岐鉄道

30

00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #8 五反田

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #9 元住吉

30 となみ野の源流 #16 小矢部川の春　〜季節の味
サクラウグイ料理を守る〜

45 となみ野の源流 #17 糀あそび　〜体にやさしいス
イーツを求めて〜

いいね！にっぽん
#19 スーパーキッズ、GOTOUCHIア
イドル

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#2 〜富士宮編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#3 〜長野編　前編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#1

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#2

30 ニッポンの新・伝統工芸
#6 伝統の和釘を後世に「火造りのう
ちやま」の挑戦

新プライド〜富山の仕事人〜
#28 山口久乗三代目　山口敏雄

00

30 オカザえもんがゆく！ #2 バージンロードを一緒に歩
いて

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#2

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#9 沼津編　#10 島田編 前編

00

躍動！JAPAN
#2 ホッケー半世紀の軌跡

00

30 躍動！JAPAN
#14 跳べ！Slackline　田中姉弟の挑
戦

新プライド〜富山の仕事人〜
#1 和紙職人　川原隆邦

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#2 農業家　河上めぐみ

30

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #9 富士山
に魅せられた女性

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #10 道な
き道を切り拓く 岡山発プロデューサー

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #7

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #8

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

30

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#17 〜大阪編　後編〜

00

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#8

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#9

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#25 フロントドライブ モデル812　#
26 SA型乗用車　#27 30CV タイプ
AC　#28 モデル サーティ

00

00 旅して、せとうち
#9 〜香川・坂出 王越・松山地区を巡
る〜

30 旅して、せとうち
#10 〜由加山参詣の玄関口　岡山・
児島田の口〜
湯めぐり旅気分 黒湯温泉00

15 湯めぐり旅気分 打当温泉　マタギの湯

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#2 6番 安楽寺〜12番 焼山寺

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 つたの湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 河原の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #17 上野毛

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #18 旗の台

00 NAGASAKI水中散歩 #17 めでタイを探そう！

15 NAGASAKI水中散歩 #18 ハワイの海

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #17 後世に残すべき
怪遺産　山城大歩危 妖怪村。

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #18 46th Awaodori
Yacht Race

放送休止　【2時〜6時】

00

6/10(水)
00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #9 富士山

に魅せられた女性

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #10 道な
き道を切り拓く 岡山発プロデューサー

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #7

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #8

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

30

00 旅して、せとうち
#9 〜香川・坂出 王越・松山地区を巡
る〜

30 旅して、せとうち
#10 〜由加山参詣の玄関口　岡山・
児島田の口〜
湯めぐり旅気分 黒湯温泉00

15 湯めぐり旅気分 打当温泉　マタギの湯

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#2 6番 安楽寺〜12番 焼山寺

藤波辰爾の歴史探訪
#6 〜丸岡城編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#1 〜松本城天守編〜

30

00 東海の肖像
八百余年の伝統　関の刃物モノがたり

30 東海の肖像
なごやめし　歴史と人が奏でる食文化

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#6 第6話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#7 第7話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山 崇福寺

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山崇福寺　後
編

ローカル線への招待
#7 三重・三岐鉄道

30

藤波辰爾の歴史探訪
#7 〜一乗谷朝倉氏遺跡・福井城編〜

00

30 オカザえもんがゆく！ #3 岡崎の魅力を教えて！

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#3

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#11 島田編 後編　#12 岡山県倉敷
市 美観地区編

00

躍動！JAPAN
#3 苦難乗り越え…再出発！

00

30 躍動！JAPAN
#15 我が海を愛す－伊勢湾台風60年

新プライド〜富山の仕事人〜
#3 鋳物師　杉原優子

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#4 訓練士　北山憂

30

郷土菜発見 #9 呉羽梨00

15 郷土菜発見 #10 静岡・沼津「皇室と大中寺芋」

30 ノベ☆スタ感動体験 #14 島野浦でトレッキング体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #15 天然杉に出会うトレッキン
グ体験

田中律子の旅するSUP Season.3
#11 〜西伊豆編④〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#12 〜島根編①〜

30

00 NAGASAKI水中散歩 #50 暖冬だった大村湾

15 NAGASAKI水中散歩 #49 長崎初撮影のいきもの

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#10

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#11

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#29 ミゼット DKA型　#30 MR2 AW
11型　#31 シリーズ 60スペシャル　
#32 スカイライン

00

シェラカップは基本です！
#15 宮崎県日南市　前編

00

シェラカップは基本です！
#16 宮崎県日南市　後編

30

ぶらり　尾道こみち #9 千光寺道00

15 ぶらり　尾道こみち #10 勧商場小路

30 あいちの現代職人 #2 〜洋菓子製造編〜

45 あいちの現代職人 #3 〜自動車板金編〜

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 諏訪湖ハイツ

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 尖石の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #19 日吉

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #20 新丸子

00 NAGASAKI水中散歩 #19 春！シロウオ

15 NAGASAKI水中散歩 #20 春のダンゴウオ

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #19 いつか帰る場所
。Promised place. Mt.TSURUGI.

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #20 剣山(後編)　い
つか帰る場所。Promised place. Mt.TSURUGI.

放送休止　【2時〜6時】

00

6/11(木)
郷土菜発見 #9 呉羽梨00

15 郷土菜発見 #10 静岡・沼津「皇室と大中寺芋」

30 ノベ☆スタ感動体験 #14 島野浦でトレッキング体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #15 天然杉に出会うトレッキン
グ体験

田中律子の旅するSUP Season.3
#11 〜西伊豆編④〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#12 〜島根編①〜

30

シェラカップは基本です！
#15 宮崎県日南市　前編

00

シェラカップは基本です！
#16 宮崎県日南市　後編

30

ぶらり　尾道こみち #9 千光寺道00

15 ぶらり　尾道こみち #10 勧商場小路

30 あいちの現代職人 #2 〜洋菓子製造編〜

45 あいちの現代職人 #3 〜自動車板金編〜

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #9 富士山
に魅せられた女性

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #10 道な
き道を切り拓く 岡山発プロデューサー

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #7

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #8

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

30

00 旅して、せとうち
#9 〜香川・坂出 王越・松山地区を巡
る〜

30 旅して、せとうち
#10 〜由加山参詣の玄関口　岡山・
児島田の口〜
湯めぐり旅気分 黒湯温泉00

15 湯めぐり旅気分 打当温泉　マタギの湯

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#2 6番 安楽寺〜12番 焼山寺

00 とくしまドローン紀行 そらたび  #27 咲き暮れ阿波桜

15 とくしまドローン紀行 そらたび  #28 クジラの夢

30 オカザえもんがゆく！ #4 男川やなでそば打ち体験

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#13 岡山県倉敷市 児島地区編　#1
4 岡山県津山市 前編

00

躍動！JAPAN
#4 限界の一歩先へ

00

躍動！JAPAN
#16 チームエレナ！ママの復帰応援団

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#5 指掌紋鑑定官　分部恵美

00

30 新プライド〜富山の仕事人〜
#6 プリンティングディレクター　熊倉
桂三

00 日本百菓の旅 #8 新潟県・長岡　大手饅頭

日本百菓の旅 #9 安倍川もち15

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #13 On the road a
gain　吉野川現風景 下流域編

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #14 Mysterious col
or in NAKA-cho.　奇絶の谿としずくの森

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#1 才能教育研究会 創始者 鈴木鎮一

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#2 日本初の三冠王　中島治康

田中律子の旅するSUP Season.4
#3 〜沖縄県・西表島 浦内川編〜

00

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#12

45 レーシングスピリット #15 スーパー耐久に参戦 バー
スレーシングプロジェクト

00 ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#33 1 3/4HP　#34 シビック CVCC 1200GL 3Do
or

30 クロスロード 〜人生と車の交差点
#1 秋雨の富山シーサイドロード(Boxs
ter/MG-A)

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#2

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#3

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #14 なぜだか
　その14

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #15 なぜだか
　その15

神宿る山をゆく #19 鉾岳・延岡市30

神宿る山をゆく #20 黒岳・諸塚村45

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 遊泉ハウス児湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 小斉の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #21 洗足池

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #22 九品仏

00 NAGASAKI水中散歩 #21 ホヤがつくる不思議な世
界

15 NAGASAKI水中散歩 #22 ウミシダの観察

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #21 徳島県板野郡
西部

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #22 Playback Sorat
abi+α：No.1

放送休止　【2時〜6時】

00

6/12(金)
00 日本百菓の旅 #8 新潟県・長岡　大手饅頭

日本百菓の旅 #9 安倍川もち15

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #13 On the road a
gain　吉野川現風景 下流域編

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #14 Mysterious col
or in NAKA-cho.　奇絶の谿としずくの森

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#1 才能教育研究会 創始者 鈴木鎮一

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#2 日本初の三冠王　中島治康

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#2

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#3

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #14 なぜだか
　その14

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #15 なぜだか
　その15

神宿る山をゆく #19 鉾岳・延岡市30

神宿る山をゆく #20 黒岳・諸塚村45

郷土菜発見 #9 呉羽梨00

15 郷土菜発見 #10 静岡・沼津「皇室と大中寺芋」

30 ノベ☆スタ感動体験 #14 島野浦でトレッキング体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #15 天然杉に出会うトレッキン
グ体験

田中律子の旅するSUP Season.3
#11 〜西伊豆編④〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#12 〜島根編①〜

30

シェラカップは基本です！
#15 宮崎県日南市　前編

00

シェラカップは基本です！
#16 宮崎県日南市　後編

30

ぶらり　尾道こみち #9 千光寺道00

15 ぶらり　尾道こみち #10 勧商場小路

30 あいちの現代職人 #2 〜洋菓子製造編〜

45 あいちの現代職人 #3 〜自動車板金編〜

雨晴絶景物語
00

30 オカザえもんがゆく！ #5 岡崎の新しい魅力 内藤ル
ネって何？

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#5

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#15 岡山県津山市 後編　#16 大阪
編 前編

00

躍動！JAPAN
#5 サッカーのまち刈谷を再盛！

00

躍動！JAPAN
#17 新体操で松本を元気に

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#7 カーエンジニア　牧野泰三

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#8 調律師　北川夕夏

30

00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #9 元住吉

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #10 代官山

30 となみ野の源流 #17 糀あそび　〜体にやさしいス
イーツを求めて〜

45 となみ野の源流 #18 ジビエ料理でおもてなし　〜
古民家の宿 おかべ〜

いいね！にっぽん
#20 お漬物、銘酒

00

恋舞妓の京都慕情
#3 〜豊国神社界隈〜 前編

00

恋舞妓の京都慕情
#4 〜豊国神社界隈〜 後編

30

00 ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#35 インパラ　#36 ランドクルーザー

30 クロスロード 〜人生と車の交差点
#3 冬日和 。73ランクルに恋して(砺波
/鯉恋の宮/閑乗寺公園)

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#3 〜長野編　前編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#4 〜長野編　後編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#2

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#3

30 ニッポンの新・伝統工芸
#7 枡 日本経済の目盛が新しい感性
で甦る

00 オカザえもんがゆく！ #2 バージンロードを一緒に歩
いて

15 オカザえもんがゆく！ #3 岡崎の魅力を教えて！

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #23 都立大学

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #24 西小山

00 NAGASAKI水中散歩 #23 かわいいを探そう

15 NAGASAKI水中散歩 #24 夜の海でいきもの観察

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #23 木のまちの、お
いしい息吹(神山町)

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #24 吉野川現風景
Ⅱ 中流域編

放送休止　【2時〜6時】

00

6/13(土)
シェラカップは基本です！
#15 宮崎県日南市　前編

00

シェラカップは基本です！
#16 宮崎県日南市　後編

30

00 旅して、せとうち
#9 〜香川・坂出 王越・松山地区を巡
る〜

30 旅して、せとうち
#10 〜由加山参詣の玄関口　岡山・
児島田の口〜

いいね！にっぽん
#20 お漬物、銘酒

00

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#7 静岡まつり編　#8 三島編

00

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#9 沼津編　#10 島田編 前編

00

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#11 島田編 後編　#12 岡山県倉敷
市 美観地区編

00

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#13 岡山県倉敷市 児島地区編　#1
4 岡山県津山市 前編

00

ケーブル4Kセレクション
時をかけるアメマ！寛平さんぽ　キャッ
チアップ
#15 岡山県津山市 後編　#16 大阪
編 前編

00

躍動！JAPAN
#13 雪国ビーチでアタック！

00

30 躍動！JAPAN
#14 跳べ！Slackline　田中姉弟の挑
戦

00 躍動！JAPAN
#15 我が海を愛す－伊勢湾台風60年

躍動！JAPAN
#16 チームエレナ！ママの復帰応援団

30

躍動！JAPAN
#17 新体操で松本を元気に

00

躍動！JAPAN
#1 プライドを賭け心つなげ 綱引

30

躍動！JAPAN
#2 ホッケー半世紀の軌跡

00

躍動！JAPAN
#3 苦難乗り越え…再出発！

30

躍動！JAPAN
#4 限界の一歩先へ

00

躍動！JAPAN
#5 サッカーのまち刈谷を再盛！

30

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#16 〜大阪編　前編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#17 〜大阪編　後編〜

30

00 NAGASAKI水中散歩 #50 暖冬だった大村湾

15 NAGASAKI水中散歩 #49 長崎初撮影のいきもの

田中律子の旅するSUP Season.4
#3 〜沖縄県・西表島 浦内川編〜

30

恋舞妓の京都慕情
#3 〜豊国神社界隈〜 前編

00

恋舞妓の京都慕情
#4 〜豊国神社界隈〜 後編

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#6

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#7

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#8

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#9

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#10

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#11

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#12

45 レーシングスピリット #15 スーパー耐久に参戦 バー
スレーシングプロジェクト

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 矢木温泉

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 縄文の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #25 等々力

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #26 石川台

00 NAGASAKI水中散歩 #25 ミジンベニハゼ

15 NAGASAKI水中散歩 #26 貝の世界

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #25 滋賀県・湖北を
訪ねて

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #26 世界遺産・熊野
本宮大社

放送休止　【2時〜6時】

00

6/14(日)
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#6 第6話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#7 第7話

30

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#2

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#3

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

30

上高地からのたより
00

新プライド〜富山の仕事人〜
#28 山口久乗三代目　山口敏雄

30

藤波辰爾の歴史探訪
#7 〜一乗谷朝倉氏遺跡・福井城編〜

00

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #27 咲き暮れ阿波桜

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #28 クジラの夢

雨晴絶景物語
00

30 オカザえもんがゆく！ #1 フラダンスでハワイ気分を
満喫

45 オカザえもんがゆく！ #2 バージンロードを一緒に歩
いて

00 オカザえもんがゆく！ #3 岡崎の魅力を教えて！

15 オカザえもんがゆく！ #4 男川やなでそば打ち体験

30 オカザえもんがゆく！ #5 岡崎の新しい魅力 内藤ル
ネって何？

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#1

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#2

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#3

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#5

田中律子の旅するSUP Season.3
#25 〜長崎県・九十九島編②〜

00

30 田中律子の旅するSUP　新春特番
〜SUPフィッシングで西伊豆の幸を堪
能しようスペシャル〜

新プライド〜富山の仕事人〜
#1 和紙職人　川原隆邦

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#2 農業家　河上めぐみ

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#3 鋳物師　杉原優子

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#4 訓練士　北山憂

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#5 指掌紋鑑定官　分部恵美

00

30 新プライド〜富山の仕事人〜
#6 プリンティングディレクター　熊倉
桂三

新プライド〜富山の仕事人〜
#7 カーエンジニア　牧野泰三

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#8 調律師　北川夕夏

30

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#21 92型　#22 ベレット 1600ＧＴ　
#23 PV544　#24 トヨエース

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#25 フロントドライブ モデル812　#
26 SA型乗用車　#27 30CV タイプ
AC　#28 モデル サーティ

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#29 ミゼット DKA型　#30 MR2 AW
11型　#31 シリーズ 60スペシャル　
#32 スカイライン

00

00 ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#33 1 3/4HP　#34 シビック CVCC 1200GL 3Do
or

30 ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#35 インパラ　#36 ランドクルーザー

00 クロスロード 〜人生と車の交差点
#3 冬日和 。73ランクルに恋して(砺波
/鯉恋の宮/閑乗寺公園)

30 クロスロード 〜人生と車の交差点
#1 秋雨の富山シーサイドロード(Boxs
ter/MG-A)
すわSPA！〜温泉のススメ〜 鹿の湯00

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 菅野温泉

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #27 武蔵新田

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #28 緑が丘

00 NAGASAKI水中散歩 #27 性別が変わる魚

15 NAGASAKI水中散歩 #28 すきまの生きもの

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #1 阿波國一之宮　
大麻比古神社

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #2 神山町江田地区
と棚田の菜の花

放送休止　【2時〜6時】

00
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6/15(月)
00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #9 元住吉

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #10 代官山

30 となみ野の源流 #17 糀あそび　〜体にやさしいス
イーツを求めて〜

45 となみ野の源流 #18 ジビエ料理でおもてなし　〜
古民家の宿 おかべ〜

いいね！にっぽん
#20 お漬物、銘酒

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#3 〜長野編　前編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#4 〜長野編　後編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#2

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#3

30 ニッポンの新・伝統工芸
#7 枡 日本経済の目盛が新しい感性
で甦る

00 日本百菓の旅 #8 新潟県・長岡　大手饅頭

日本百菓の旅 #9 安倍川もち15

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #13 On the road a
gain　吉野川現風景 下流域編

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #14 Mysterious col
or in NAKA-cho.　奇絶の谿としずくの森

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#1 才能教育研究会 創始者 鈴木鎮一

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#2 日本初の三冠王　中島治康

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#2

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#3

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #14 なぜだか
　その14

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #15 なぜだか
　その15

神宿る山をゆく #19 鉾岳・延岡市30

神宿る山をゆく #20 黒岳・諸塚村45

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#16 〜大阪編　前編〜

00

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#6

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#7

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#1 2000GT　#2 モデルT　#3 セリ
カ　#4 セブン"チャミー"

00

躍動！JAPAN
#6 クライミングのまちを目指して

00

躍動！JAPAN
#18 マラニックで発見　美浜の魅力

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#9 クレーン運転士　坂林一史

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

30

藤波辰爾の歴史探訪
#1 〜松本城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#2 〜彦根城天守編〜

30

00 東海の肖像
なごやめし　歴史と人が奏でる食文化

東海の肖像
相撲幟　技と清流が生んだ色彩

30

00 あいちの現代職人 #12 〜あいち技能五輪2019総
集編〜

15 あいちの現代職人 #11 〜フラワー装飾編〜

鹿児島×北信濃 そらじかん #930

鹿児島×北信濃 そらじかん #845

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
藤波辰爾の歴史探訪 #4　松江城天
守編 / 水の都 松江　ホーランエンヤ
2019

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#7 第7話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#8 第8話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山崇福寺　後
編

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 寺もないのに大徳
寺

ローカル線への招待
#8 近鉄生駒鋼索線

30

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 旅館宮乃湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 すわっこランド

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #29 尾山台

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #30 用賀

00 NAGASAKI水中散歩 #29 冬の王様　クエ

15 NAGASAKI水中散歩 #30 大村湾に大寒波襲来！

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #3 洋上の奇跡　伊
島

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #4 ココロが走る。牟
岐線の旅。

放送休止　【2時〜6時】

00

6/16(火)
藤波辰爾の歴史探訪
#1 〜松本城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#2 〜彦根城天守編〜

30

00 東海の肖像
なごやめし　歴史と人が奏でる食文化

東海の肖像
相撲幟　技と清流が生んだ色彩

30

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#7 第7話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#8 第8話

30

【特集】ケーブルテレビの日
全国横断！『けーぶるにっぽん』セレク
ション
北海道：湿原の神　タンチョウと生き
る / 東北：奇祭 なまはげ柴灯まつり

00

00 【特集】ケーブルテレビの日
全国横断！『けーぶるにっぽん』セレクシ
ョン
関東：江戸前寿司の美・屋台から世界
へ / 甲信越：北信濃に暮らして　〜日
本を感じるとき〜

【特集】ケーブルテレビの日
全国横断！『けーぶるにっぽん』セレク
ション
東海：神の都のプロフェッサー / 北陸
：めで鯛！富山の細工かまぼこ

00

【特集】ケーブルテレビの日
全国横断！『けーぶるにっぽん』セレク
ション
関西：これが、灘の男。灘のけんか祭り
/ 中国：歴史香る錦帯橋まつり

00

【特集】ケーブルテレビの日
全国横断！『けーぶるにっぽん』セレク
ション
四国：パン屋のジャックが見た大島 / 
九州・沖縄：天主堂の祈り

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#17 〜大阪編　後編〜

00

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#8

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#9

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#5 スポーツ800　#6 5　#7 AA型
　#8 カローラ

00

躍動！JAPAN
#7 水球を知ってますか？

00

躍動！JAPAN
#19 オールのもとに集う仲間たち

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

30

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #10 道な
き道を切り拓く 岡山発プロデューサー

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #11 見え
ない障がいと共に

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #8

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #9

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

30

横浜ミストリー
#1 パイプオルガンと横浜の街

00

月刊アニマルズ #930

月刊アニマルズ #845

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
ローカル線への招待 #9　「チンチン
電車」で行く！ / ぶらり　尾道こみち #
9　千光寺道　#12 丹花小路

00

00 旅して、せとうち
#10 〜由加山参詣の玄関口　岡山・
児島田の口〜

旅して、せとうち
#11 香川・坂出〜万葉の島 沙弥島〜

30

00 湯めぐり旅気分 打当温泉　マタギの湯

15 湯めぐり旅気分 八森いさりび温泉　ハタハタ館

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#3 12番 焼山寺〜18番 恩山寺

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 ホテル鷺乃湯篇

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 望岳の湯篇

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #1 武蔵小杉

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #2 学芸大学

00 NAGASAKI水中散歩 #31 春藻場と磯焼け

15 NAGASAKI水中散歩 #32 水深2mの世界

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #5 雨咲き、風歌う、
大川原高原

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #6 ふるさとにそびえ
る原始の森。三嶺

放送休止　【2時〜6時】

00

6/17(水)
00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #10 道な

き道を切り拓く 岡山発プロデューサー

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #11 見え
ない障がいと共に

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #8

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #9

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

30

00 旅して、せとうち
#10 〜由加山参詣の玄関口　岡山・
児島田の口〜

旅して、せとうち
#11 香川・坂出〜万葉の島 沙弥島〜

30

00 湯めぐり旅気分 打当温泉　マタギの湯

15 湯めぐり旅気分 八森いさりび温泉　ハタハタ館

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#3 12番 焼山寺〜18番 恩山寺

藤波辰爾の歴史探訪
#1 〜松本城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#2 〜彦根城天守編〜

30

00 東海の肖像
なごやめし　歴史と人が奏でる食文化

東海の肖像
相撲幟　技と清流が生んだ色彩

30

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#7 第7話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#8 第8話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 聖寿山崇福寺　後
編

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 寺もないのに大徳
寺

ローカル線への招待
#8 近鉄生駒鋼索線

30

00 NAGASAKI水中散歩 #50 暖冬だった大村湾

15 NAGASAKI水中散歩 #49 長崎初撮影のいきもの

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#10

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#11

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#9 フェアレディ　#10 パテント モトー
ルヴァーゲン　#11 1500　#12 シ
ルビア

00

躍動！JAPAN
#8 海が教室！鵜戸のサーフィン授業

00

躍動！JAPAN
#20 ラグビーのまちを盛り上げろ！

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#13 フローリスト　牧野美恵子

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#14 手づくり靴屋　水上友寛

30

00 郷土菜発見 #10 静岡・沼津「皇室と大中寺芋」

郷土菜発見 #11 いなべ大安桜米15

30 ノベ☆スタ感動体験 #15 天然杉に出会うトレッキン
グ体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

田中律子の旅するSUP Season.3
#12 〜島根編①〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#13 〜島根編②〜

30

横浜ミストリー
#2 一杯のコーヒーから始まる物語

00

30 芸術ガールがつなぐ日台交流　〜信
州高山村〜
The Perspectire of the seven

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
祭JAPAN1 #2　歴史香る錦帯橋まつ
り / 技JAPAN #7　笑い×オートマタ
×挑戦

00

シェラカップは基本です！
#16 宮崎県日南市　後編

00

シェラカップは基本です！
#17 鹿児島県大崎町　前編

30

00 ぶらり　尾道こみち #10 勧商場小路

15 ぶらり　尾道こみち #11 水尾町通り

30 あいちの現代職人 #3 〜自動車板金編〜

あいちの現代職人 #4 〜石工編〜45

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 唐沢鉱泉篇

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 もみの湯篇

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #3 たまプラーザ

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #4 三軒茶屋

00 NAGASAKI水中散歩 #33 そと海の藻場と流れ藻

15 NAGASAKI水中散歩 #34 大村湾の無人島

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #7 知の深林を飛ぶ「
徳島県文化の森総合公園」

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #8 「美しきもの。」を
湛える上勝。

放送休止　【2時〜6時】

00

6/18(木)
00 郷土菜発見 #10 静岡・沼津「皇室と大中寺芋」

郷土菜発見 #11 いなべ大安桜米15

30 ノベ☆スタ感動体験 #15 天然杉に出会うトレッキン
グ体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

田中律子の旅するSUP Season.3
#12 〜島根編①〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#13 〜島根編②〜

30

シェラカップは基本です！
#16 宮崎県日南市　後編

00

シェラカップは基本です！
#17 鹿児島県大崎町　前編

30

00 ぶらり　尾道こみち #10 勧商場小路

15 ぶらり　尾道こみち #11 水尾町通り

30 あいちの現代職人 #3 〜自動車板金編〜

あいちの現代職人 #4 〜石工編〜45

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #10 道な
き道を切り拓く 岡山発プロデューサー

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #11 見え
ない障がいと共に

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #8

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #9

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

30

00 旅して、せとうち
#10 〜由加山参詣の玄関口　岡山・
児島田の口〜

旅して、せとうち
#11 香川・坂出〜万葉の島 沙弥島〜

30

00 湯めぐり旅気分 打当温泉　マタギの湯

15 湯めぐり旅気分 八森いさりび温泉　ハタハタ館

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#3 12番 焼山寺〜18番 恩山寺

田中律子の旅するSUP Season.4
#3 〜沖縄県・西表島 浦内川編〜

00

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#12

45 レーシングスピリット #15 スーパー耐久に参戦 バー
スレーシングプロジェクト

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#13 クラウン RS型　#14 Eタイプ　
ロードスター　#15 マスタング　#16
1600ＧＴ

00

躍動！JAPAN
#9 日本海大遠泳！高校1年生の挑戦

00

躍動！JAPAN
#21 心をこめて　闘将中村和雄

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#15 立山ガイド　佐伯知彦

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#16 カービング作家　中島淳

30

日本百菓の旅 #9 安倍川もち00

15 日本百菓の旅 #10 小布施町・モンブラン朱雀

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #14 Mysterious col
or in NAKA-cho.　奇絶の谿としずくの森

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #15 Treasure of ria
coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#2 日本初の三冠王　中島治康

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築いた人々〜
#3 東京新宿中村屋を創業　実業家 相馬愛
蔵

00 横浜ミストリー
#3 横浜サイダーものがたり 〜命を救
った水〜

日台藝術交流之旅
〜芸術ガールの新たな挑戦〜

30

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
日本百菓の旅 #11　きびだんご / 食
JAPAN1 #9　岡山のばらずし / HAN
AZUNA #2　岡山県

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#3

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#4

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #15 なぜだか
　その15

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #16 なぜだか
　その16

神宿る山をゆく #20 黒岳・諸塚村30

45 神宿る山をゆく #1 くんぱち山・宮崎市

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 稀石の癒篇

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 アクアランド篇

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #5 自由が丘

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #6 荏原中延

00 NAGASAKI水中散歩 #35 初夏のそと海

15 NAGASAKI水中散歩 #36 竜ヶ崎のいきもの

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #9 Night flight in th
e Tokushima city.　きもちきらめく街へ。

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #10 白銀に遊べ。山
国で舞え。

放送休止　【2時〜6時】

00

6/19(金)
日本百菓の旅 #9 安倍川もち00

15 日本百菓の旅 #10 小布施町・モンブラン朱雀

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #14 Mysterious col
or in NAKA-cho.　奇絶の谿としずくの森

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #15 Treasure of ria
coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#2 日本初の三冠王　中島治康

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築いた人々〜
#3 東京新宿中村屋を創業　実業家 相馬愛
蔵

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#3

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#4

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #15 なぜだか
　その15

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #16 なぜだか
　その16

神宿る山をゆく #20 黒岳・諸塚村30

45 神宿る山をゆく #1 くんぱち山・宮崎市

00 郷土菜発見 #10 静岡・沼津「皇室と大中寺芋」

郷土菜発見 #11 いなべ大安桜米15

30 ノベ☆スタ感動体験 #15 天然杉に出会うトレッキン
グ体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

田中律子の旅するSUP Season.3
#12 〜島根編①〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#13 〜島根編②〜

30

シェラカップは基本です！
#16 宮崎県日南市　後編

00

シェラカップは基本です！
#17 鹿児島県大崎町　前編

30

00 ぶらり　尾道こみち #10 勧商場小路

15 ぶらり　尾道こみち #11 水尾町通り

30 あいちの現代職人 #3 〜自動車板金編〜

あいちの現代職人 #4 〜石工編〜45

恋舞妓の京都慕情
#3 〜豊国神社界隈〜 前編

00

恋舞妓の京都慕情
#4 〜豊国神社界隈〜 後編

30

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#17 クワトロ　#18 レオーネ エステ
ートバン 4WD #19 エレクトリック #2
0 ヒーレー スプライト

00

00 躍動！JAPAN
#10 つなぐ 〜青春をかけるランナー〜

躍動！JAPAN
#22 パンポンがつくるこの街の笑顔

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#17 和菓子職人　引網康博

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#18 時計修理技能士　麻地宏幸

30

00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #10 代官山

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #11 武蔵小山

30 となみ野の源流 #18 ジビエ料理でおもてなし　〜
古民家の宿 おかべ〜

45 となみ野の源流 #19 陶房かささぎの虎 〜陶芸家
金德の世界〜

いいね！にっぽん
#21 パワースポット

00

00 横浜ミストリー
#4 ハンマーヘッドと新港ふ頭 〜港を
支えた巨大クレーン〜 

日台藝術交流之旅　最終章
30

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
祭JAPAN1 #9　大山に蘇る古の王朝
絵巻 / Beauty of JAPAN2 #8　神々
が集う山陰に魅せられて

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#4 〜長野編　後編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#5 〜東京編　前編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#3

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

ニッポンの新・伝統工芸
#8 刺繍にかける伝統と進化

30

00 オカザえもんがゆく！ #3 岡崎の魅力を教えて！

15 オカザえもんがゆく！ #4 男川やなでそば打ち体験

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #7 中目黒

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #8 五反田

00 NAGASAKI水中散歩 #37 夜のそと海 〜ナイトダイ
ブ〜

15 NAGASAKI水中散歩 #38 福田の洞窟探検と台風

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #11 徳島雪景　〜母
衣暮露滝〜

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #12 早春の海峡に踊
る阿波色　鳴門わかめ漁

放送休止　【2時〜6時】

00

6/20(土)
シェラカップは基本です！
#16 宮崎県日南市　後編

00

シェラカップは基本です！
#17 鹿児島県大崎町　前編

30

00 旅して、せとうち
#10 〜由加山参詣の玄関口　岡山・
児島田の口〜

旅して、せとうち
#11 香川・坂出〜万葉の島 沙弥島〜

30

いいね！にっぽん
#21 パワースポット

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#1 2000GT　#2 モデルT　#3 セリ
カ　#4 セブン"チャミー"

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#5 スポーツ800　#6 5　#7 AA型
　#8 カローラ

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#9 フェアレディ　#10 パテント モトー
ルヴァーゲン　#11 1500　#12 シ
ルビア

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#13 クラウン RS型　#14 Eタイプ　
ロードスター　#15 マスタング　#16
1600ＧＴ

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#17 クワトロ　#18 レオーネ エステ
ートバン 4WD #19 エレクトリック #2
0 ヒーレー スプライト

00

躍動！JAPAN
#18 マラニックで発見　美浜の魅力

00

躍動！JAPAN
#19 オールのもとに集う仲間たち

30

躍動！JAPAN
#20 ラグビーのまちを盛り上げろ！

00

躍動！JAPAN
#21 心をこめて　闘将中村和雄

30

躍動！JAPAN
#22 パンポンがつくるこの街の笑顔

00

躍動！JAPAN
#6 クライミングのまちを目指して

30

躍動！JAPAN
#7 水球を知ってますか？

00

躍動！JAPAN
#8 海が教室！鵜戸のサーフィン授業

30

躍動！JAPAN
#9 日本海大遠泳！高校1年生の挑戦

00

30 躍動！JAPAN
#10 つなぐ 〜青春をかけるランナー〜

横浜ミストリー
#1 パイプオルガンと横浜の街

00

横浜ミストリー
#2 一杯のコーヒーから始まる物語

30

00 横浜ミストリー
#3 横浜サイダーものがたり 〜命を救
った水〜

30 横浜ミストリー
#4 ハンマーヘッドと新港ふ頭 〜港を
支えた巨大クレーン〜 

00 あいちの現代職人 #12 〜あいち技能五輪2019総
集編〜

15 あいちの現代職人 #11 〜フラワー装飾編〜

鹿児島×北信濃 そらじかん #930

鹿児島×北信濃 そらじかん #845

00 芸術ガールがつなぐ日台交流　〜信
州高山村〜
The Perspectire of the seven

日台藝術交流之旅
〜芸術ガールの新たな挑戦〜

30

日台藝術交流之旅　最終章
00

月刊アニマルズ #930

月刊アニマルズ #845

すわSPA！〜温泉のススメ〜 宮の湯00

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 みなみ温泉

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #9 元住吉

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #10 代官山

00 NAGASAKI水中散歩 #39 季節来遊魚

15 NAGASAKI水中散歩 #40 変化する大村湾

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #13 On the road a
gain　吉野川現風景 下流域編

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #14 Mysterious col
or in NAKA-cho.　奇絶の谿としずくの森

放送休止　【2時〜6時】

00

6/21(日)
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#7 第7話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#8 第8話

30

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#3

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#4

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

30

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#16 〜大阪編　前編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#17 〜大阪編　後編〜

30

00 NAGASAKI水中散歩 #50 暖冬だった大村湾

15 NAGASAKI水中散歩 #49 長崎初撮影のいきもの

田中律子の旅するSUP Season.4
#3 〜沖縄県・西表島 浦内川編〜

30

恋舞妓の京都慕情
#3 〜豊国神社界隈〜 前編

00

恋舞妓の京都慕情
#4 〜豊国神社界隈〜 後編

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#6

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#7

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#8

45 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#9

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#10

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#11

30 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#12

45 レーシングスピリット #15 スーパー耐久に参戦 バー
スレーシングプロジェクト

新プライド〜富山の仕事人〜
#9 クレーン運転士　坂林一史

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#10 舞台技術者　高木隆行

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#11 クラフトマン　高野昌喜

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#13 フローリスト　牧野美恵子

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#14 手づくり靴屋　水上友寛

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#15 立山ガイド　佐伯知彦

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#16 カービング作家　中島淳

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#17 和菓子職人　引網康博

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#18 時計修理技能士　麻地宏幸

30

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
藤波辰爾の歴史探訪 #4　松江城天
守編 / 水の都 松江　ホーランエンヤ
2019

00

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
ローカル線への招待 #9　「チンチン
電車」で行く！ / ぶらり　尾道こみち #
9　千光寺道　#12 丹花小路

00

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
祭JAPAN1 #2　歴史香る錦帯橋まつ
り / 技JAPAN #7　笑い×オートマタ
×挑戦

00

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
日本百菓の旅 #11　きびだんご / 食
JAPAN1 #9　岡山のばらずし / HAN
AZUNA #2　岡山県

00

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
祭JAPAN1 #9　大山に蘇る古の王朝
絵巻 / Beauty of JAPAN2 #8　神々
が集う山陰に魅せられて

00

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 金鶏の湯

すわSPA！〜温泉のススメ〜 平温泉15

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #11 武蔵小山

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #12 桜新町

00 NAGASAKI水中散歩 #41 マトウダイを観察

15 NAGASAKI水中散歩 #42 ハルナがスーツに着替え
たら

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #15 Treasure of ria
coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #16 晴れ時々波待ち
。海陽町宍喰

放送休止　【2時〜6時】

00
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6/22(月)
00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #10 代官山

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #11 武蔵小山

30 となみ野の源流 #18 ジビエ料理でおもてなし　〜
古民家の宿 おかべ〜

45 となみ野の源流 #19 陶房かささぎの虎 〜陶芸家
金德の世界〜

いいね！にっぽん
#21 パワースポット

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#4 〜長野編　後編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#5 〜東京編　前編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#3

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

ニッポンの新・伝統工芸
#8 刺繍にかける伝統と進化

30

日本百菓の旅 #9 安倍川もち00

15 日本百菓の旅 #10 小布施町・モンブラン朱雀

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #14 Mysterious col
or in NAKA-cho.　奇絶の谿としずくの森

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #15 Treasure of ria
coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#2 日本初の三冠王　中島治康

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築いた人々〜
#3 東京新宿中村屋を創業　実業家 相馬愛
蔵

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#3

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#4

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #15 なぜだか
　その15

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #16 なぜだか
　その16

神宿る山をゆく #20 黒岳・諸塚村30

45 神宿る山をゆく #1 くんぱち山・宮崎市

00 あいちの現代職人 #12 〜あいち技能五輪2019総
集編〜

15 あいちの現代職人 #11 〜フラワー装飾編〜

鹿児島×北信濃 そらじかん #930

鹿児島×北信濃 そらじかん #845

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#21 92型　#22 ベレット 1600ＧＴ　
#23 PV544　#24 トヨエース

00

躍動！JAPAN
#11 突け、未来を。

00

躍動！JAPAN
#23 鍛え育む地域の宝

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#19 靴の中敷き職人　高浪友之

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#20 杜氏　羽根敬喜

30

藤波辰爾の歴史探訪
#2 〜彦根城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#3 〜犬山城天守編〜

30

東海の肖像
相撲幟　技と清流が生んだ色彩

00

東海の肖像
名古屋コーチン　誕生と復活

30

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #15 木に
息吹を 〜樹木医 久保田健一〜

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #14 ぶん
ご色のハム

30 家族の記憶　アルバム写真からのヒス
トリー
#1 料理研究家 脇山順子さん

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　
一挙放送
#1 解禁　底引き網漁　#2 茶屋街が
華やぐ秋　#3 冬の訪れと加賀の三温
泉　#4 金沢・能登、冬の味覚

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#8 第8話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#9 第9話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 寺もないのに大徳
寺

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 諏訪神社の鳥居の
歴史

30 ローカル線への招待
#9 「チンチン電車」で行く！世界遺産と
ひろしまの街

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 河童の湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 蓼科温泉共同浴場

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #13 溝の口

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #14 青葉台

00 NAGASAKI水中散歩 #43 サンゴに産卵するいきも
の

15 NAGASAKI水中散歩 #44 クマノミのふ化

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #17 後世に残すべき
怪遺産　山城大歩危 妖怪村。

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #18 46th Awaodori
Yacht Race

放送休止　【2時〜6時】

00

6/23(火)
藤波辰爾の歴史探訪
#2 〜彦根城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#3 〜犬山城天守編〜

30

東海の肖像
相撲幟　技と清流が生んだ色彩

00

東海の肖像
名古屋コーチン　誕生と復活

30

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#8 第8話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#9 第9話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 寺もないのに大徳
寺

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 諏訪神社の鳥居の
歴史

30 ローカル線への招待
#9 「チンチン電車」で行く！世界遺産と
ひろしまの街

00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #10 代官山

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #11 武蔵小山

30 となみ野の源流 #18 ジビエ料理でおもてなし　〜
古民家の宿 おかべ〜

45 となみ野の源流 #19 陶房かささぎの虎 〜陶芸家
金德の世界〜

いいね！にっぽん
#21 パワースポット

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#4 〜長野編　後編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#5 〜東京編　前編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#3

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

ニッポンの新・伝統工芸
#8 刺繍にかける伝統と進化

30

横浜ミストリー
#1 パイプオルガンと横浜の街

00

月刊アニマルズ #930

月刊アニマルズ #845

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#25 フロントドライブ モデル812　#
26 SA型乗用車　#27 30CV タイプ
AC　#28 モデル サーティ

00

00 躍動！JAPAN
#12 人馬一体　パートナーと共に挑む

30 躍動！JAPAN
#24 頂点を夢見て〜バトントワーリン
グ

新プライド〜富山の仕事人〜
#21 ヘアメイクアーティスト　幸田恵

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#22 バス運転手　杉林竜也

30

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #11 見え
ない障がいと共に

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #12 被災
画家・村上暁「夢の始まり」

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #9

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #10

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#13 フローリスト　牧野美恵子

30

00 徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
#7 徳島に残る幻の日本刀「海部刀」
の謎

30 すわSPA！〜温泉のススメ〜 毒沢鉱泉 神乃湯篇

45 すわSPA！〜温泉のススメ〜 アクアランド篇

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　一
挙放送
#5 石川の地酒　#6 四季を彩る石川の
菓子文化　#7 春の祭りと新緑の景観　
#8 旬のノドグロと能登の歴史を味わう

旅して、せとうち
#11 香川・坂出〜万葉の島 沙弥島〜

00

30 旅して、せとうち
#12 〜銅に育まれた港都　愛媛・新居
浜〜

00 湯めぐり旅気分 八森いさりび温泉　ハタハタ館

15 湯めぐり旅気分 白神矢立 温源郷の宿　日景温泉

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#4 19番 立江寺〜23番 薬王寺

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 ゆたん歩゜

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 ゆーとろん水神の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #15 祐天寺

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #16 松陰神社前

00 NAGASAKI水中散歩 #45 長崎ブルー

15 NAGASAKI水中散歩 #46 長崎の海とガンガゼ

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #19 いつか帰る場所
。Promised place. Mt.TSURUGI.

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #20 剣山(後編)　い
つか帰る場所。Promised place. Mt.TSURUGI.

放送休止　【2時〜6時】

00

6/24(水)
00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #11 見え

ない障がいと共に

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #12 被災
画家・村上暁「夢の始まり」

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #9

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #10

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#13 フローリスト　牧野美恵子

30

旅して、せとうち
#11 香川・坂出〜万葉の島 沙弥島〜

00

30 旅して、せとうち
#12 〜銅に育まれた港都　愛媛・新居
浜〜

00 湯めぐり旅気分 八森いさりび温泉　ハタハタ館

15 湯めぐり旅気分 白神矢立 温源郷の宿　日景温泉

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#4 19番 立江寺〜23番 薬王寺

藤波辰爾の歴史探訪
#2 〜彦根城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#3 〜犬山城天守編〜

30

東海の肖像
相撲幟　技と清流が生んだ色彩

00

東海の肖像
名古屋コーチン　誕生と復活

30

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#8 第8話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#9 第9話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 寺もないのに大徳
寺

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 諏訪神社の鳥居の
歴史

30 ローカル線への招待
#9 「チンチン電車」で行く！世界遺産と
ひろしまの街

横浜ミストリー
#2 一杯のコーヒーから始まる物語

00

30 芸術ガールがつなぐ日台交流　〜信
州高山村〜
The Perspectire of the seven

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#29 ミゼット DKA型　#30 MR2 AW
11型　#31 シリーズ 60スペシャル　
#32 スカイライン

00

美・JAPAN
#1 金魚が泳ぐ城下町・大和郡山

00

30 技・JAPAN
#1 ふるさとの原風景 高橋まゆみ 人形
の世界

新プライド〜富山の仕事人〜
#23 ギタービルダー　水上正太

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#24 パティシエ　森田亮

30

郷土菜発見 #11 いなべ大安桜米00

郷土菜発見 #12 明治ごんぼう15

30 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #1 祝子川渓流釣り

田中律子の旅するSUP Season.3
#13 〜島根編②〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#14 〜島根編③〜

30

四季菜々 #8 新兵主蕪00

四季菜々 #7 美里在来15

夢はアロマニケーション
30

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　
一挙放送
#9 夜の城下町に誘われて　#10 能登
キリコ祭り　#11 神宿る白き頂　霊峰
白山　#12 いしかわ建築の博物館

シェラカップは基本です！
#17 鹿児島県大崎町　前編

00

シェラカップは基本です！
#18 鹿児島県大崎町　後編

30

00 ぶらり　尾道こみち #11 水尾町通り

ぶらり　尾道こみち #12 丹花小路15

あいちの現代職人 #4 〜石工編〜30

あいちの現代職人 #5 〜和裁編〜45

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 塩壺の湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 石遊の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #17 上野毛

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #18 旗の台

00 NAGASAKI水中散歩 #47 テトラの世界

NAGASAKI水中散歩 #48 越冬15

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #21 徳島県板野郡
西部

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #22 Playback Sorat
abi+α：No.1

放送休止　【2時〜6時】

00

6/25(木)
郷土菜発見 #11 いなべ大安桜米00

郷土菜発見 #12 明治ごんぼう15

30 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #1 祝子川渓流釣り

田中律子の旅するSUP Season.3
#13 〜島根編②〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#14 〜島根編③〜

30

シェラカップは基本です！
#17 鹿児島県大崎町　前編

00

シェラカップは基本です！
#18 鹿児島県大崎町　後編

30

00 ぶらり　尾道こみち #11 水尾町通り

ぶらり　尾道こみち #12 丹花小路15

あいちの現代職人 #4 〜石工編〜30

あいちの現代職人 #5 〜和裁編〜45

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #11 見え
ない障がいと共に

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #12 被災
画家・村上暁「夢の始まり」

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #9

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #10

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#13 フローリスト　牧野美恵子

30

旅して、せとうち
#11 香川・坂出〜万葉の島 沙弥島〜

00

30 旅して、せとうち
#12 〜銅に育まれた港都　愛媛・新居
浜〜

00 湯めぐり旅気分 八森いさりび温泉　ハタハタ館

15 湯めぐり旅気分 白神矢立 温源郷の宿　日景温泉

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#4 19番 立江寺〜23番 薬王寺

00 横浜ミストリー
#3 横浜サイダーものがたり 〜命を救
った水〜

日台藝術交流之旅
〜芸術ガールの新たな挑戦〜

30

00 ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#33 1 3/4HP　#34 シビック CVCC 1200GL 3Do
or

30 クロスロード 〜人生と車の交差点
#1 秋雨の富山シーサイドロード(Boxs
ter/MG-A)

美・JAPAN
#2 下町に生きる匠が生み出す技と美

00

技・JAPAN
#2 仙台箪笥〜伝統の三技一体〜

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#25 彫刻師　高畠彩乃

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#26 特殊塗装　山本武良

30

00 日本百菓の旅 #10 小布施町・モンブラン朱雀

15 日本百菓の旅 #11 岡山・きびだんご

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #15 Treasure of ria
coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #16 晴れ時々波待ち
。海陽町宍喰

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築いた人々〜
#3 東京新宿中村屋を創業　実業家 相馬愛
蔵

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#4 筑摩書房創立者 古田晃

田中律子の旅するSUP Season.4
#4 〜沖縄県・西表島 水落滝編〜

00

30 ノベ☆スタ感動体験 #17 カナディアンカヌー体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　
一挙放送
#13 「縁結びスポット」巡り　#14 心癒
す能登の里山里海　#15 いしかわの寺
院群巡り　#16 いしかわの発酵食文化

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#4

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#5

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #16 なぜだか
　その16

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #17 なぜだか
　その17

30 神宿る山をゆく #1 くんぱち山・宮崎市

神宿る山をゆく #2 可愛岳・延岡市45

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 音無の湯

すわSPA！〜温泉のススメ〜 片倉館15

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #19 日吉

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #20 新丸子

00 NAGASAKI水中散歩 #1 海の宝石箱「ウミウシ」

NAGASAKI水中散歩 #2 鮎の産卵15

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #23 木のまちの、お
いしい息吹(神山町)

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #24 吉野川現風景
Ⅱ 中流域編

放送休止　【2時〜6時】

00

6/26(金)
00 日本百菓の旅 #10 小布施町・モンブラン朱雀

15 日本百菓の旅 #11 岡山・きびだんご

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #15 Treasure of ria
coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #16 晴れ時々波待ち
。海陽町宍喰

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築いた人々〜
#3 東京新宿中村屋を創業　実業家 相馬愛
蔵

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#4 筑摩書房創立者 古田晃

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#4

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#5

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #16 なぜだか
　その16

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #17 なぜだか
　その17

30 神宿る山をゆく #1 くんぱち山・宮崎市

神宿る山をゆく #2 可愛岳・延岡市45

郷土菜発見 #11 いなべ大安桜米00

郷土菜発見 #12 明治ごんぼう15

30 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #1 祝子川渓流釣り

田中律子の旅するSUP Season.3
#13 〜島根編②〜

00

田中律子の旅するSUP Season.3
#14 〜島根編③〜

30

シェラカップは基本です！
#17 鹿児島県大崎町　前編

00

シェラカップは基本です！
#18 鹿児島県大崎町　後編

30

00 ぶらり　尾道こみち #11 水尾町通り

ぶらり　尾道こみち #12 丹花小路15

あいちの現代職人 #4 〜石工編〜30

あいちの現代職人 #5 〜和裁編〜45

00 横浜ミストリー
#4 ハンマーヘッドと新港ふ頭 〜港を
支えた巨大クレーン〜 

日台藝術交流之旅　最終章
30

00 ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#35 インパラ　#36 ランドクルーザー

30 クロスロード 〜人生と車の交差点
#3 冬日和 。73ランクルに恋して(砺波
/鯉恋の宮/閑乗寺公園)

美・JAPAN
#3 知多木綿の町　岡田の知多晒

00

技・JAPAN
#3 「七職」の競演〜彦根仏壇〜

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#27 とうふ工房茶屋　江本敏一

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#28 山口久乗三代目　山口敏雄

30

00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #11 武蔵小山

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #12 桜新町

30 となみ野の源流 #19 陶房かささぎの虎 〜陶芸家
金德の世界〜

45 となみ野の源流 #20 春乃色食堂 〜おでんが人気 
96年続く大衆食堂〜

いいね！にっぽん
#22 激辛・激盛料理

00

縄文のアーティスト 土偶〜Dogu〜
00

30 北信濃シリーズ
#2 よくばりな人生　〜報道写真家・笹
本恒子〜

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　
一挙放送
#17 今に息づく金沢の金箔　#18 金沢
の山文豪を訪ねて　#19 ユネスコ無形
文化遺産　#20 いしかわの重伝建紀行

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#5 〜東京編　前編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#6 〜東京編　後編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#5

30 ニッポンの新・伝統工芸
#9 神秘の音色。人生を賭けて、鉄を打
つ

00 オカザえもんがゆく！ #4 男川やなでそば打ち体験

15 オカザえもんがゆく！ #5 岡崎の新しい魅力 内藤ル
ネって何？

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #21 洗足池

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #22 九品仏

00 NAGASAKI水中散歩 #3 美しきハゼの世界

15 NAGASAKI水中散歩 #4 卵を守る魚たち

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #25 滋賀県・湖北を
訪ねて

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #26 世界遺産・熊野
本宮大社

放送休止　【2時〜6時】

00

6/27(土)
シェラカップは基本です！
#17 鹿児島県大崎町　前編

00

シェラカップは基本です！
#18 鹿児島県大崎町　後編

30

旅して、せとうち
#11 香川・坂出〜万葉の島 沙弥島〜

00

30 旅して、せとうち
#12 〜銅に育まれた港都　愛媛・新居
浜〜

いいね！にっぽん
#22 激辛・激盛料理

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#21 92型　#22 ベレット 1600ＧＴ　
#23 PV544　#24 トヨエース

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#25 フロントドライブ モデル812　#
26 SA型乗用車　#27 30CV タイプ
AC　#28 モデル サーティ

00

ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#29 ミゼット DKA型　#30 MR2 AW
11型　#31 シリーズ 60スペシャル　
#32 スカイライン

00

00 ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#33 1 3/4HP　#34 シビック CVCC 1200GL 3Do
or

30 ケーブル4Kセレクション
時代を超えたクルマたち　一挙放送
#35 インパラ　#36 ランドクルーザー

00 クロスロード 〜人生と車の交差点
#3 冬日和 。73ランクルに恋して(砺波
/鯉恋の宮/閑乗寺公園)

30 クロスロード 〜人生と車の交差点
#1 秋雨の富山シーサイドロード(Boxs
ter/MG-A)

躍動！JAPAN
#23 鍛え育む地域の宝

00

30 躍動！JAPAN
#24 頂点を夢見て〜バトントワーリン
グ

躍動！JAPAN
#11 突け、未来を。

00

30 躍動！JAPAN
#12 人馬一体　パートナーと共に挑む

00 技・JAPAN
#1 ふるさとの原風景 高橋まゆみ 人形
の世界

技・JAPAN
#2 仙台箪笥〜伝統の三技一体〜

30

技・JAPAN
#3 「七職」の競演〜彦根仏壇〜

00

美・JAPAN
#1 金魚が泳ぐ城下町・大和郡山

30

美・JAPAN
#2 下町に生きる匠が生み出す技と美

00

美・JAPAN
#3 知多木綿の町　岡田の知多晒

30

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #15 木に
息吹を 〜樹木医 久保田健一〜

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #14 ぶん
ご色のハム

30 家族の記憶　アルバム写真からのヒス
トリー
#1 料理研究家 脇山順子さん

00 徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
#7 徳島に残る幻の日本刀「海部刀」
の謎

30 すわSPA！〜温泉のススメ〜 毒沢鉱泉 神乃湯篇

45 すわSPA！〜温泉のススメ〜 アクアランド篇

四季菜々 #8 新兵主蕪00

四季菜々 #7 美里在来15

夢はアロマニケーション
30

田中律子の旅するSUP Season.4
#4 〜沖縄県・西表島 水落滝編〜

00

30 ノベ☆スタ感動体験 #17 カナディアンカヌー体験

45 ノベ☆スタ感動体験 #16 北川・家田湿原でフットパ
ス体験

縄文のアーティスト 土偶〜Dogu〜
00

30 北信濃シリーズ
#2 よくばりな人生　〜報道写真家・笹
本恒子〜

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 すずらんの湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 大和温泉

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #23 都立大学

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #24 西小山

NAGASAKI水中散歩 #5 海中洞窟00

15 NAGASAKI水中散歩 #6 神楽島上陸

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #1 阿波國一之宮　
大麻比古神社

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #2 神山町江田地区
と棚田の菜の花

放送休止　【2時〜6時】

00

6/28(日)
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#8 第8話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#9 第9話

30

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#4

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#5

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#12 農鍛冶職人　大久保中秋

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#13 フローリスト　牧野美恵子

30

横浜ミストリー
#1 パイプオルガンと横浜の街

00

横浜ミストリー
#2 一杯のコーヒーから始まる物語

30

00 横浜ミストリー
#3 横浜サイダーものがたり 〜命を救
った水〜

30 横浜ミストリー
#4 ハンマーヘッドと新港ふ頭 〜港を
支えた巨大クレーン〜 

00 あいちの現代職人 #12 〜あいち技能五輪2019総
集編〜

15 あいちの現代職人 #11 〜フラワー装飾編〜

鹿児島×北信濃 そらじかん #930

鹿児島×北信濃 そらじかん #845

00 芸術ガールがつなぐ日台交流　〜信
州高山村〜
The Perspectire of the seven

日台藝術交流之旅
〜芸術ガールの新たな挑戦〜

30

日台藝術交流之旅　最終章
00

月刊アニマルズ #930

月刊アニマルズ #845

新プライド〜富山の仕事人〜
#19 靴の中敷き職人　高浪友之

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#20 杜氏　羽根敬喜

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#21 ヘアメイクアーティスト　幸田恵

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#22 バス運転手　杉林竜也

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#23 ギタービルダー　水上正太

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#24 パティシエ　森田亮

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#25 彫刻師　高畠彩乃

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#26 特殊塗装　山本武良

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#27 とうふ工房茶屋　江本敏一

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#28 山口久乗三代目　山口敏雄

30

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　
一挙放送
#1 解禁　底引き網漁　#2 茶屋街が
華やぐ秋　#3 冬の訪れと加賀の三温
泉　#4 金沢・能登、冬の味覚

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　一
挙放送
#5 石川の地酒　#6 四季を彩る石川の
菓子文化　#7 春の祭りと新緑の景観　
#8 旬のノドグロと能登の歴史を味わう

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　
一挙放送
#9 夜の城下町に誘われて　#10 能登
キリコ祭り　#11 神宿る白き頂　霊峰
白山　#12 いしかわ建築の博物館

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　
一挙放送
#13 「縁結びスポット」巡り　#14 心癒
す能登の里山里海　#15 いしかわの寺
院群巡り　#16 いしかわの発酵食文化

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　
一挙放送
#17 今に息づく金沢の金箔　#18 金沢
の山文豪を訪ねて　#19 ユネスコ無形
文化遺産　#20 いしかわの重伝建紀行

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 つたの湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 河原の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #25 等々力

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #26 石川台

NAGASAKI水中散歩 #7 春藻場00

NAGASAKI水中散歩 #8 海中温泉15

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #3 洋上の奇跡　伊
島

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #4 ココロが走る。牟
岐線の旅。

放送休止　【2時〜6時】
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2020年6月29日番組表

※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。
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6/29(月)
00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #11 武蔵小山

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #12 桜新町

30 となみ野の源流 #19 陶房かささぎの虎 〜陶芸家
金德の世界〜

45 となみ野の源流 #20 春乃色食堂 〜おでんが人気 
96年続く大衆食堂〜

いいね！にっぽん
#22 激辛・激盛料理

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#5 〜東京編　前編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#6 〜東京編　後編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#5

30 ニッポンの新・伝統工芸
#9 神秘の音色。人生を賭けて、鉄を打
つ

00 日本百菓の旅 #10 小布施町・モンブラン朱雀

15 日本百菓の旅 #11 岡山・きびだんご

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #15 Treasure of ria
coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #16 晴れ時々波待ち
。海陽町宍喰

00 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築いた人々〜
#3 東京新宿中村屋を創業　実業家 相馬愛
蔵

30 グレイトメッセージ 〜郷土の礎を築い
た人々〜
#4 筑摩書房創立者 古田晃

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#4

00

踊り！彩り！祭nine. 第二章
#5

30

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #16 なぜだか
　その16

15 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登  #17 なぜだか
　その17

30 神宿る山をゆく #1 くんぱち山・宮崎市

神宿る山をゆく #2 可愛岳・延岡市45

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #15 木に
息吹を 〜樹木医 久保田健一〜

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #14 ぶん
ご色のハム

30 家族の記憶　アルバム写真からのヒス
トリー
#1 料理研究家 脇山順子さん

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
藤波辰爾の歴史探訪 #4　松江城天
守編 / 水の都 松江　ホーランエンヤ
2019

00

美・JAPAN
#4 長寿日本一をささえる山村の秘密

00

30 技・JAPAN
#4 伝統を未来へ 孤高の化粧回し職
人

新プライド〜富山の仕事人〜
#1 和紙職人　川原隆邦

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#2 農業家　河上めぐみ

30

藤波辰爾の歴史探訪
#3 〜犬山城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#4 〜松江城天守編〜

30

東海の肖像
名古屋コーチン　誕生と復活

00

東海の肖像
白川郷の冬支度

30

00 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四国
八十八ヶ所完全歩き遍路
#17 伊予三島運動公園〜73番出釈迦寺

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#18 74番 甲山寺〜84番 屋島寺

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　一挙放送
#21 いしかわ「奥の細道」紀行　#22 いしかわのス
イーツ

30 食・JAPAN Season.1
#4 百万石の四季を彩る　金沢の和菓
子

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#9 第9話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#10 第10話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 諏訪神社の鳥居の
歴史

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 諏訪神社 中門

ローカル線への招待
#10 〜一畑電車(島根)〜

30

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 諏訪湖ハイツ

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 尖石の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #27 武蔵新田

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #28 緑が丘

00 NAGASAKI水中散歩 #9 タツノオトシゴのハッチアウ
ト

15 NAGASAKI水中散歩 #10 アカエイに会いに行こう！

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #5 雨咲き、風歌う、
大川原高原

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #6 ふるさとにそびえ
る原始の森。三嶺

放送休止　【2時〜6時】

00

6/30(火)
藤波辰爾の歴史探訪
#3 〜犬山城天守編〜

00

藤波辰爾の歴史探訪
#4 〜松江城天守編〜

30

東海の肖像
名古屋コーチン　誕生と復活

00

東海の肖像
白川郷の冬支度

30

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#9 第9話

00

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
#10 第10話

30

00 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 諏訪神社の鳥居の
歴史

15 NAGASAKI古写真らいぶらり〜 諏訪神社 中門

ローカル線への招待
#10 〜一畑電車(島根)〜

30

00 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #11 武蔵小山

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #12 桜新町

30 となみ野の源流 #19 陶房かささぎの虎 〜陶芸家
金德の世界〜

45 となみ野の源流 #20 春乃色食堂 〜おでんが人気 
96年続く大衆食堂〜

いいね！にっぽん
#22 激辛・激盛料理

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#5 〜東京編　前編〜

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
#6 〜東京編　後編〜

30

00 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#4

15 レストア ガレージ 〜名車に再び息を吹き込む工房〜
#5

30 ニッポンの新・伝統工芸
#9 神秘の音色。人生を賭けて、鉄を打
つ

00 徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
#7 徳島に残る幻の日本刀「海部刀」
の謎

30 すわSPA！〜温泉のススメ〜 毒沢鉱泉神乃湯篇

45 すわSPA！〜温泉のススメ〜 アクアランド篇

ケーブル4Kセレクション
地域の魅力　中国地域編
ローカル線への招待 #9　「チンチン
電車」で行く！ / ぶらり　尾道こみち #
9　千光寺道　#12 丹花小路

00

美・JAPAN
#5 美食のまち福岡・博多

00

技・JAPAN
#5 ニッポン画　山本太郎×秋田舞妓

30

新プライド〜富山の仕事人〜
#3 鋳物師　杉原優子

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#4 訓練士　北山憂

30

00 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #12 被災
画家・村上暁「夢の始まり」

15 きみの一歩で 〜にんげん列島ニッポン〜 #13 まち
を元気に！と毎月イベントを開催する髙田正広さん

30 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #10

45 素敵さがし。 〜伊勢湾・三河湾スマホ旅〜 #11

新プライド〜富山の仕事人〜
#13 フローリスト　牧野美恵子

00

新プライド〜富山の仕事人〜
#14 手づくり靴屋　水上友寛

30

全国都道府県対抗　eスポーツ選手
権2019 IBARAKI

00

00 ケーブル4Kセレクション
なぜだか金澤　見つけて加賀・能登　一挙放送
#23 いしかわのスイーツ名建築巡り　#24 三茶屋街
の夢舞台

30 祭・JAPAN Season.1
#8 華やぐ町人文化　曳山子供歌舞伎

00 旅して、せとうち
#12 〜銅に育まれた港都　愛媛・新居
浜〜

30 旅して、せとうち
#13 〜「海賊の息吹と柑橘の香る島」
尾道・因島〜

00 湯めぐり旅気分 白神矢立 温源郷の宿　日景温泉

湯めぐり旅気分 横堀温泉　紫雲閣15

30 夢遍路　ランダムハンターが挑む！ 四
国八十八ヶ所完全歩き遍路
#5 23番 薬王寺〜25番 津照寺

00 すわSPA！〜温泉のススメ〜 遊泉ハウス児湯

15 すわSPA！〜温泉のススメ〜 小斉の湯

30 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #29 尾山台

45 モト冬樹のまちかど呑み散歩 #30 用賀

00 NAGASAKI水中散歩 #11 夏のいきものとシュノー
ケリング

15 NAGASAKI水中散歩 #12 長崎の外洋

30 とくしまドローン紀行 そらたび  #7 知の深林を飛ぶ「
徳島県文化の森総合公園」

45 とくしまドローン紀行 そらたび  #8 「美しきもの。」を
湛える上勝。

放送休止　【2時〜6時】

00

7/1(水)
00
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00

7/3(金)
00

7/4(土)
00

7/5(日)
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