
時 分 ２０日（月） ２１日（火） ２２日（水） ２３日（木） ２４日（金） ２５日（土） ２６日（日）

30

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

30
文字放送／求人情報

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

00

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

30
文字放送／求人情報

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

00

15

30

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

00

15

30

30
文字放送／求人情報

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

ぶちうま５月号

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

00

30 町政の窓　※前週の土日放送分
政府インターネットテレビ

かわらばん４月号

※　番組内容および放送時間は都合により、予告なく変更および中止となる場合がありますので、ご了承願います。

町政の窓
政府インターネットテレビ

月いちワイド　５月号文字放送／求人情報

【　番　組　表　】

23 ぐるぐる中四国
「ＬＯＯＫＩＮＧ　ＦＯＲ　アクアス」

22

00 新鮮５／新鮮５_拡大版 新鮮５一週間

ぶちうま　５月号
県内のＣＡＴＶ局制作のグルメ情報

ぐるぐる中四国
「ＬＯＯＫＩＮＧ　ＦＯＲ　アクアス」

文字放送／求人情報

20

00 新鮮５／新鮮５_拡大版 新鮮５_THEマンスリー
（４月分　総集編）かわらばん　４月号

県内各地域の話題やニュースの番組
ぐるぐる中四国

「中四国地区　観光番組」

21 ぐるぐる中四国
「中四国地区　観光番組」

17 ぶちうま　５月号
県内のＣＡＴＶ局制作のグルメ情報

ぐるぐる中四国
「ＬＯＯＫＩＮＧ　ＦＯＲ　アクアス」

町政の窓
政府インターネットテレビ

18

00 新鮮５／新鮮５_拡大版 新鮮５一週間

ぐるぐる中四国
「ＬＯＯＫＩＮＧ　ＦＯＲ　アクアス」

かわらばん　４月号
県内各地域の話題やニュースの番組

町政の窓
政府インターネットテレビ

16

00 新鮮５／新鮮５_拡大版 新鮮５一週間

ぐるぐる中四国
「中四国地区　観光番組」

ぶちうま　５月号
県内のＣＡＴＶ局制作のグルメ情報

町政の窓
政府インターネットテレビ

00 きたひろしま♡スキッと体操（健康体操）
きたひろ生活情報　※料理・図書館案内・警察など

月いちワイド　５月号

13

00 きたひろしま♡スキッと体操（健康体操）
きたひろ生活情報　※料理・図書館案内・警察など

新鮮５一週間

ぐるぐる中四国
「ＬＯＯＫＩＮＧ　ＦＯＲ　アクアス」

かわらばん　４月号
県内各地域の話題やニュースの番組

町政の窓
政府インターネットテレビ

00 きたひろしま♡スキッと体操（健康体操）
きたひろ生活情報　※料理・図書館案内・警察など

月いちワイド　５月号

14

00 新鮮５／新鮮５_拡大版 月いちワイド　５月号

かわらばん　４月号
県内各地域の話題やニュースの番組

ぐるぐる中四国
「中四国地区　観光番組」

町政の窓
政府インターネットテレビ

サイエンスチャンネルⅡ　　elements   メンデレーエフの奇妙な棚　　　　万物の根源　～水～

文字放送／求人情報
15

サイエンスチャンネルⅠ 　　 和暮らしのススメ　～暮らしの歳時記を科学する　　♯１３　　　すす払い

サイエンスチャンネルⅠ 　　 和暮らしのススメ　～暮らしの歳時記を科学する　　♯１３　　すす払い
サイエンスチャンネルⅡ　　elements   メンデレーエフの奇妙な棚　　　　万物の根源　～水～

19

11

文字放送／求人情報

ぐるぐる中四国
「中四国地区　観光番組」

ぶちうま　５月号
県内のＣＡＴＶ局制作のグルメ情報

町政の窓
政府インターネットテレビ

12

00 新鮮５／新鮮５_拡大版 新鮮５_THEマンスリー
（４月分　総集編）ぶちうま　５月号

県内のＣＡＴＶ局制作のグルメ情報
ぐるぐる中四国

「ＬＯＯＫＩＮＧ　ＦＯＲ　アクアス」

ぐるぐる中四国
「ＬＯＯＫＩＮＧ　ＦＯＲ　アクアス」

かわらばん　４月号
県内各地域の話題やニュースの番組

町政の窓
政府インターネットテレビ

10

00 新鮮５／新鮮５_拡大版 月いちワイド　５月号

かわらばん　４月号
県内各地域の話題やニュースの番組

ぐるぐる中四国
「中四国地区　観光番組」

町政の窓
政府インターネットテレビ

シネナビ

シネナビ

6

00 新鮮５／新鮮５_拡大版 月いちワイド　５月号

文字放送／求人情報

7

00 きたひろしま♡スキッと体操（健康体操）
きたひろ生活情報　※料理・図書館案内・警察など

新鮮５一週間

ぐるぐる中四国
「中四国地区　観光番組」

ぶちうま　５月号
県内のＣＡＴＶ局制作のグルメ情報

町政の窓
政府インターネットテレビ

8

00 新鮮５／新鮮５_拡大版 新鮮５_THEマンスリー
（４月分　総集編）ぶちうま　５月号

県内のＣＡＴＶ局制作のグルメ情報
ぐるぐる中四国

「ＬＯＯＫＩＮＧ　ＦＯＲ　アクアス」

9

00 きたひろしま♡スキッと体操（健康体操）
きたひろ生活情報　※料理・図書館案内・警察など

新鮮５一週間

番組案内        （５月２０日～５月２６日） 

  
 
 ５月２０日（月） ： 児童と園児が田植え  ～豊平小学校・都谷保育所  
 ５月２１日（火） ： 新庄学園体育祭の応援合戦 
 ５月２２日（水） ： 健康料理紹介 「アスパラガスの磯あえ」 
 ５月２３日（木） ： 原東大花田植  （豊平地域） 
 ５月２４日（金） ： がんばれ！部活動  
              大朝中学校（卓球部・女子バレー部） 
             

５月２０日（月）～ ２２日（水）  万徳院春を食べるかい 
 
５月２３日（木）～    ２４日（金）   おおあさ  わさまち 

 ○ きたひろの人  ： 山本寿一（やまもと じゅいち）さん  （千代田地域） 
 ○ わがまち通信員 ： 中前謙太郎（なかまえ けんたろう）さん 
                          の取組み （大朝地域） 
 ○ きたひろの食  ： からしろ館で販売されているスイーツ （大朝地域） 

 
  みんなで減らそう！  
        高齢者の交通事故 
 
           

 
サイエンスチャンネル Ⅰ 
 和暮らしのススメ  
     ～暮らしの歳時記を科学する   すす払い       
 
サイエンスチャンネル Ⅱ  
 elements メンデレーエフの奇妙な棚 
          万物の根源  ～ 水 ～ 

 
「世界無形文化遺産 壬生の花田植がある町 
         ～ 広島県北広島町 ～」 

・・・きたひろネット 
 

「鳥取自動車道開通！ とっとり発見ときめき旅」  
       ・・・日本海ケーブルネットワーク 
 
                                 

 ぐるぐる中四国（LOOKING FOR アクアス）・・・石見ケーブルビジョン 
  「オウサマペンギン“ヒナ日記”シリーズ２」  上映中または上映開始の映画情報を紹介します  

                         
   ※ひろしまケーブルテレビ制作 

    らいおんかぶと ５月 「キリマンじゃろ」   
  ・・・ ひろしまケーブルテレビ  ⇒ Looking forアクアスに続いて放送 
 
 
みどりの学校！ ５月 「リュウノヒゲの刈り込み」 
        「観葉植物の管理」「鉢植えの管理」      

    ・・・ 東広島ケーブルメディア  ⇒ スキット体操に続いて放送 

   ５月２２日（水） 
  「チャレンジデー２０１３北広島について」 ・・・ 教育委員会 
 
 ５月２５日（土）・２６日（日） 
  「安芸北森林組合・北広島町商工会大朝支所の移転について」 ・・・ 大朝支所 

新鮮５ 拡大編 

月いちワイド ５月号 

町政の窓 

政府インターネットＴＶ 

ぐるぐる中四国（観光情報） 

ぐるぐる中四国（LOOKING FOR アクアス） 

サイエンスチャンネル 

シネナビ 

県内ケーブルTV局情報 

新鮮５ （午後６時更新） 

内容更新 

内容更新 

内容更新 


	番組表

