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石 見 ケ ー ブ ルビ ジョンだ より

スマホで見られる地域情報！

さまざまな立場の方によりそいます。

春はじめよう!!
から

浜田市・江津市
応援アプリ

Star

よりそい

t!

ポイント

今年も放送します！

祝・高校卒業記念番組 19日 、20日
〜 高校生最後の日 を取材しました〜

① 防災・防犯
●

①
●

浜田市／江津市からの防災メール、
気象情報などをお知らせ

②
●

② 行政情報
●

石見ケーブルビジョンスマホアプリ

浜田・江津へ
転入の皆さんも！
離れて暮らすご家族も！
ぜひご利用ください♪

浜田・江津に
ご転入の方、お住まいの方

行政からのお役立ち情報などを
タイムリーに配信

よりそい
ポイント

③
●

地元を離れる方、
離れて暮らすご家族
③ 定点カメラ
●

遠く離れていても、浜田市内・江津市内のことがよくわかる

♥ふるさとの様子を

ほか

ライブ画像で
チェックできて安心です。

111ch、112chにて放送！

転入・転出などの変更手続きはお早めに！

「地元で良〜と！応援ひろば」

石見ケーブルビジョン

地域情報サイト

飲食店のテイクアウト情報など
を掲載。ぜひチェックしてご利用
ください♪

地域応援の情報が満載♪ぜひお気に入り登録を！

u
Are yo
ready?

野球

多チャンネルパック

1,870円/月

※交流戦など一部ご覧いただけない試合がございます｡

開幕するよ〜♬

〜多チャンネルパックラインナップから観たいチャンネルだけ選んで楽しめる!〜

LIONS BASEBALL
L!VE 2022
オープン戦・レギュラーシーズン

531ch

〜オープン戦〜
広島 vs 埼玉西武
１２：５５〜

埼玉西武 ｖｓ オリックス

※オープニングセレモニーから生中継

©SEIBU Lions

536ch

DRAMATIC
BASEBALL 2022 開幕戦
※すべて生中継、
試合終了まで放送

535ch

3月25日

17:45〜22:00 他

GAORAプロ野球中継

〜オープン戦〜
（ファイターズ）
北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（3.8鎌スタ）
12:55〜17:00【生】
18:00〜22:00

坂本勇人選手©YOMIURI GIANTS

光回線切替工事

切替工事の近づいたエリアからご連絡いたします！
©HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS

スタッフ おすすめ チャンネル
TBSチャンネル2･････････
フジテレビONE ･････････
スカイA、 GAORA ･･････
J SPORTS 2 ･･･････････
J SPORTS 3 ･･･････････

１７：３０〜２３：００

３月２５日

読売ジャイアンツ × 中日ドラゴンズ
〜東京ドーム〜

写真提供：広島東洋カープ

3月8日
3月8日

詳しくは・
・
・

515ch

J SPORTS
STADIUM2022

３月５日

チャンネルセレクト対象チャンネル

横浜DeNAベイスターズ
東京ヤクルトスワローズ
阪神タイガース
中日ドラゴンズ/東北楽天ゴールデンイーグルス
オリックス・バッファローズ

【工事時期】浜田地域・三隅町・江津市全域 ・・・令和4年4月から
金城町・旭町・弥栄町・・・・・・・・・・・・令和5年4月から
◆切替工事費用は、原則お客様の負担はございません。
※サービスの追加等で別途、費用が発生する場合があります。

⇧詳しくは
こちらをご覧ください
〒697-0015
浜田市竹迫町2886番地 山陰中央新報西部本社ビル２F
TEL0855-23-4883 FAX0855-23-4853

事務所
受付時間

9：30〜17：30

事務所
お休み

日曜・祝日

24時間
365日

カスタマー
センター

0120-176-103

新型コロナウイルス感染拡大により、
予定していた
番組が急きょ変更になる場合があります。
1

基本編成について

いわみる１

111ch
2

❷翌日4：00から前日分の番組を
15：00台まで毎時繰り返し放送
★マークは今月初放送

7

8

【姫路ケーブルテレビ】

終了後はチャンネル700

※毎時リピート

一般質問1日目◆生中継
終了後はチャンネル700

14

扉を開けて…市長室からのメッセージ 2月
しまねの健康づくりプラス１〜運動〜
わがと家の人々 2月
地域で育てる〜高校生のしまね留学〜

10

15

16

4:00 スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート 16:00 神楽ざんまいアワー
16:00 神楽ざんまいアワー
16:00 神楽ざんまいアワー
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば 17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
17:25 ★歳時記
17:25 おおきくなったらなんになる？
ながさわ子ども園
17:25 ★おおきくなったらなんになる？ 17:30 ★浜っ子タイムズ 3月号
ながさわ子ども園
浜田市総合振興計画後期基本計画の 17:30 ★神主と学ぶ 日本神話
【ひらたCATV制作】
策定について
（政策企画課）
17:30 神楽人
17:45 とんと昔があったげな第22話「若返りの水」 17:45 美肌県島根に行こう！〜in奥出雲エリア〜 17:45 ★石正美術館 展覧会のご案内
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー

春分の日

22

スタジオ103ダイジェスト ※リピート 16:00 神楽ざんまいアワー
神楽ざんまいアワー
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
釣り天国！石見
★おおきくなったらなんになる？ 17:25 Future2030「豊かさ芽吹く種のお店」
さくらえ保育園・三隅保育所
17:30 浜っ子タイムズ 3月号
浜田市総合振興計画後期基本計画の策定
17:30 ★しごんならん Ｓ
【出雲ケーブルビジョン制作】 17:45 ★お地蔵ものがたり
17:45 ★どこいく？れきはく！
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー

4:00
16:00
17:00
17:15

23

たまえ保育園・のぞみ保育園

17:30 しごんならんＳ 認定こども園ながさわ子ども園（３・４・５歳児）
17:45 扉を開けて…市長室からのメッセージ

4:45 しごんならんＳ 認定こども園ながさわ子ども園（３・４・５歳児）
※毎時リピート

10:00 浜田市議会予算決算委員会

23:00 神楽ざんまいアワー
年長児のみなさんにきく！

おおきく
なったら

14日

17：25〜 16日 17：25〜ほか

【再放送】

17：15〜 24日 17：45〜ほか

たまえ保育園
のぞみ保育園（江津市都野津町）
（江津市嘉久志町）

28日

【再放送】

17：15〜 30日 4：30〜ほか

21日

17：30〜【再放送】28日

15日

【再放送】22日

17：30〜

112chでは島根県の新型コロナウイルスに関する
緊 急会見などがある場合、予定を変 更して放 送
しています。
7・14・21・28

ヒーリングタイム

16:00 神楽ざんまいアワー

17

17:00

7:00

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

17:00

多チャンネルパック見どころ紹介／★16日

10:00

ヒーリングタイム

17:00

15:00

17:15 103情報ひろば
17:25 ★医・食・充
【テーマ：食】

16:00 神楽ざんまいアワー
17:00 ★島根県古代文化センターシンポジウム 神話と伝承から読み解く出雲世界
基調講演：三浦祐之氏
（千葉大学名誉教授）

18:00 ★まーすぽ〜山陰ケーブルビジョンスポーツ応援番組〜
19:30 3.11東日本大震災 特別番組「ドキュメンタリー〜つなぐ〜」
＃2／17：00〜の番組を20：00リピート
23:00 神楽ざんまいアワー

★Ｍｏｒ
ｉっと

23:00 神楽ざんまいアワー

祝・高校卒業記念番組

〜 高校生最後の日 を取材しました〜
◆浜田高校
19日 20：00〜

【出雲ケーブルビジョン制作】
※毎時リピート

４日

神楽人

17：00〜
4：45〜ほか

11日

【再放送】14日

18日

17:00〜

【再放送】21日

17：30〜ほか

扉 を 開 けて…

17：30〜

17：30〜

17：30〜

【再放送】28日

17：45〜

いわみる 2

ボディケアタイム

のんびり安来〜山城攻略編〜
「天馬山城・十神山城」
#27,28

野見宿禰(ﾉﾐﾉｽｸﾈ)
赤名相撲甚句会

11日
25日

「スキー場編」

秋本奈緒美が行く 日本名水巡りの旅

「彩・JAPAN」
18:00 けーぶるにっぽん
長野県ご当地○○対決！

各日10:00〜終了まで
1日 、2日 、3日 、
7日 、16日

全国！ごはんのおとも探求の旅

ひろせ・うのつの
くつろぎ音楽館

北海道・十勝編
香川・小豆島編

ヒーリングタイム

伊勢美し国から・DRONE空撮の旅
あまチャンネル
開局10周年記念特別番組

#27,28

「スキー場編」

秋本奈緒美が行く 日本名水巡りの旅

全国！ごはんのおとも探求の旅
北海道・十勝編
香川・小豆島編

3月

1日〜

1:00

25日

17:00〜

25日

【再放送】

28日

17：00〜

17：25〜

神楽人越年祭

4:00

6:00
7:00

浜田市議会令和４年３月定例会議
5日
6日

再放送 各日8:00〜終了まで

施政方針表明・教育方針表明
・会派代表質問・個人一般質問1日目
・個人一般質問2,3日目

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00

〜神楽舞、2021年見納めと2022年見初め〜
【ディレクターズカット版】
土曜日 17:00〜

石見ケーブルビジョン初めての年越し番組
ですが、
「見逃してしまった！」
という声にお応
えしてディレクターズカット版をリクエスト放
送いたします。大晦日ならではの、年越しカ
ウントダウン部分もあえてカットせず放送！
年越しならではのめでたい雰囲気をぜひ、
味わってみてください！
！トークあり、演目あ
り、笑いあり、神楽ざんまいな何とも贅沢な
番組です！

【出演社中】石見神楽亀山社中
【収録場所】三宮神社（浜田市）
【演
目】①五神 ②神楽 ③岩戸

全国！ごはんのおとも探求の旅
月・木・日曜日 20:00〜

13:00

日本には四季折々、
土地ごとに極上の
ごはんのおとも
がたくさん！そんな
世界に誇る日本の
食文化に触れるべ
く、渡辺正行ら一行
が旅をします。

14:00
15:00
16:00
17:00

「天馬山城・十神山城」
神楽人越年祭
「彩・JAPAN」 18:00
〜神楽舞、2021年見納めと けーぶるにっぽん
#27,28
2022年見初め〜
長野県ご当地○○対決！
【ディレクターズカット版】
19:00
「スキー場編」

全国！ごはんのおとも探求の旅
北海道・十勝編
香川・小豆島編

3月

、20日
26日 、27日

20:00
21:00

高校卒業記念番組【再放送】

22:00
23:00
0:00
1:00

加盟店一覧 （3月１日現在）

投稿はこちら！

熊五郎さん

則策さん

テーマ：食

「 医 療 」や「 食 」に重きを置
き、健康に毎日を過ごすこと
で心身の充実を図るワンポ
イントを紹介！

「北海道・十勝編」ゲスト：安田美沙子、沙羅
「香川・小豆島編」ゲスト：中山エミリ、虻川美穂子

高校卒業記念番組【再放送】
19日 ・26日
22：00〜
19日 ・26日
◆浜田商業高校 23：00〜
・27日
◆浜田水産高校 20日
22：00〜
20日 ・27日
◆江津高校
23：00〜
◆浜田高校

年会費無料!!

双子の兄弟はよく行動がシンクロします︒
笑顔もシンクロ！
♯大福と笑瓶 ♯タイミングばっちり

砂浜に陽が差し込んで、風紋がとてもきれいでした。
♯石見海浜公園 ♯風紋

「医・食・充」

●いわみ文化振興センター（浜田市下府町） ※物産・お土産コーナー 10%引き
●花Shopふくもと ★カード１枚でご家族様もOK
浜田店（浜田市朝日町）／江津店（江津市嘉久志町）
※花束、アレンジメント、お祝い花、お供え花等 全メニュー 10%引き
※お誕生月のご来店でミニブーケプレゼント！（来店前にご連絡ください）

●美又温泉 金城観光ホテル（浜田市金城町） ※宿泊料1000円引き
●美又温泉 国民保養センター（浜田市金城町） ※平日宿泊料500円引き
●英国式リフレクソロジー 訪問リフレ（浜田市旭町）☆旭温泉あさひ荘の奥 ※全メニュー 10％引き
●松江ニューアーバンホテル ●松江アーバンホテル
※日帰り入浴

通常1000円⇒500円・宿泊につきドリンク券サービス

●今井美術館（江津市桜江町） ※入館料他100円引き
●スーパーダップス（浜田市田町） ※まる得特売日：金曜日／スタンプマリン3倍：水曜日
●クリーニング ホワイト急便

（キヌヤプリル店／ゆめタウン浜田店／さわやか店／キヌヤ長澤店／ゆめタウン江津店／青山店）
※特定品50円引き

●湯屋温泉リフレパーク

特典内容、
申込みはこちら！

▲

コーナー

21：00〜

17：25〜

のんびり安来〜山城攻略編〜

多チャンネルパック見どころ紹介／★16日〜 スペシャミュージックビデオセレクション
週間タウン情報プレイバック

視聴者写真館

23：00〜

20日

24日

17:30〜

たっぷり！神楽ざんまいアワー

0:00

【再放送】112ch 20日 ・27日

◆江津高校

5:00

（火・金）／伊勢美し国から・DRONE空撮の旅(水・土）
癒しのアクアリウム7（月・木・日）／桐原冬夜の生録大自然の旅「南牧村飯盛山」
19日

23:00

22：00〜

20：00〜

6・13・20・27

あまチャンネル
開局10周年記念特別番組

ひろせ・うのつの
くつろぎ音楽館

【再放送】112ch 20日 ・27日

20日

（江津市敬川町)

放送あとの日曜に再放送！

ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV #3
★Net3キッチン
「ライスピザ・アジわう彩り野菜ソテー・スペアリブのポトフ」

長野県ご当地○○対決！

23：00〜

◆浜田水産高校

株式会社 原工務所

17:30〜

5・12・19・26

島根県議会生中継

野見宿禰(ﾉﾐﾉｽｸﾈ)
赤名相撲甚句会

【再放送】112ch 19日 ・26日

21：00〜

キラリ

神保町昭和歌謡倶楽部
「今の君はピカピカに光って〜ピカピカのCMソング特集」
★週間タウン情報プレイバック

「天馬山城・十神山城」
第41回
「地方の時代」
映像祭
けーぶるにっぽん
「彩・JAPAN」
受賞作品

22：00〜

19日

基本編成 3 月版

4・11・18・25

のんびり安来〜山城攻略編〜

【再放送】112ch 19日 ・26日

◆浜田商業高校

地元企業紹介番組

市長室からの
メッセージ

24日

17:00〜

17：00〜ほか

（火・金）
癒しのアクアリウム7（月・木・日）／桐原冬夜の生録大自然の旅
「南牧村飯盛山」
／伊勢美し国から・DRONE空撮の旅(水・土）

16:00

4:00 ★ゴーゴー！のりものタウン ＃454
4:30 おおきく／週間タウン情報（再）※毎時リピート
12:00 スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート

★山下時子の石見行雲流水

4:00 山下時子の石見行雲流水
4:15 ★わがと家の人々【ひらたCATV制作】
4:30 〜出雲の情報番組〜choice！

3・10・17・24・31

27

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート

１〜６日 歳時記総集編2021／スタジオ103 週間ダイジェスト2月分
ディズニータイム 〜ディズニー・チャンネル「ふしぎの国 アンフィビア」 ディズニージュニア「おうこくのめいたんてい ミラ」〜

14:00

22:00

26

ボディケアタイム ★おうちでフィットネス#24〜26（月・木・日）／ちょこっとリフレッシュタイム
「お家で軽運動編」
#1（火・金）／#2（水・土）
1日〜15日 多チャンネルパック見どころ紹介／16日〜28日 神保町昭和歌謡倶楽部
「今の君はピカピカに光って〜ピカピカのCMソング特集」

13:00

21:00

25

31

11:00
12:00

4:00 ★ゴーゴー！のりものタウン ＃452
4:30 おおきく／脳トレ／週間タウン情報（再）※毎時リピート
12:00 スタジオ103ダイジェスト ※リピート

★釣り天国！石見

16:00 神楽ざんまいアワー

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

たっぷり！神楽ざんまいアワー

9:00

20:00

17:00

20

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート

16:00 神楽ざんまいアワー
17:15 103情報ひろば
17:25 まちかどギャラリー
【3月後半】 17:25 ★ケーブルさんがやってみた
（仮） 17:00 ★教育の現代化 実践フォーラム〜ICT新しい教育のカタチ〜【雲南夢ネット制作】
17:30 ★展示・公演のご案内
19:00 ★〜出雲の情報番組〜choice！／震災特番
「ドキュメンタリー〜つなぐ〜」
＃1
17:45 ★えきぐる！〜木次線楽しみ方ガイド〜 17:30 ★出雲のほそ道
【出雲ケーブルビジョン制作】
【ジョーホー奥出雲制作】
20:00 ★祝・高校卒業記念番組（詳細は下の番組案内で！）
22:00 ★SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022 ノミネーションアーティスト特集
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー

8:00

19:00

19

18

１〜６日 歳時記総集編2021／スタジオ103 週間ダイジェスト2月分
★ディズニータイム 〜ディズニー・チャンネル「ふしぎの国 アンフィビア」 ディズニージュニア「おうこくのめいたんてい ミラ」〜

6:00

17:00

探検の旅〜香川・小豆島編【イッツ・コミュニケーションズ制作】／17：00〜の番組を20：00リピート

（火・金）
癒しのアクアリウム7（月・木・日）／★桐原冬夜の生録大自然の旅
「南牧村飯盛山」
／★伊勢美し国から・DRONE空撮の旅(水・土）

★1日

5:00

2・9・16・23・30

※リピート

16:00 神楽ざんまいアワー

112ch

1・8・15・22・29

111chでも再放送！

23:00 神楽ざんまいアワー

浜田市総合振興計画
後期基本計画の策定
について
（政策企画課）

社会福祉法人 誠和会
認定こども園 ながさわ子ども園（３・４・５歳児）
（浜田市長沢町）

13

23:00 神楽ざんまいアワー

浜っ子タイムズ

さくらえ保育園（江津市桜江町）
三隅保育所（浜田市三隅町）

なんになる？
21日

4:00

★神楽人／17:15 103情報ひろば

【再放送】7日

【再放送】

23:00 神楽ざんまいアワー

神楽ざんまいアワー

【産業建設委員会関係・採決】
終了後はチャンネル700

ながさわ子ども園（浜田市長沢町）

【伊豆急ケーブルネットワーク制作】

17：00〜の番組を19：00、21：00、24：00リピート

4:00 ★ゴーゴー！のりものタウン ＃451
4:30 神楽人／週間タウン情報（再）※毎時リピート
122chで放送中の浜田市のコミュニティ情報番組。 12:00 スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと

17:25 ★くつろぎの時間fromアクアス

10:00 浜田市議会予算決算委員会

【福祉環境委員会関係】
終了後はチャンネル700

【ホームドラマチャンネル番組】

＃1森本千絵〜石巻とのご縁〜

18:00 ★藤岡大拙 出雲学談義・そば談義【ジョーホー奥出雲制作】 18:15 ぐるぐる中四国・関西【姫路ケーブルテレビ】
（2021年12/14姫のそば ゆかり庵にて収録）
18:30 いい伊豆みつけた

週間タウン情報（再放送）毎週日曜 4：45〜

★Ｍｏｒ
ｉっと

23:00 神楽ざんまいアワー

たまえ保育園・のぞみ保育園

16:00 神楽ざんまいアワー
『悪の花』
17:00 ★3.11東日本大震災 特別番組「ドキュメンタリー〜つなぐ〜」 17:00 ★韓国ドラマ

16:00 神楽ざんまいアワー
＃2森本千絵〜未来に向けて〜
17:00 ★3.11東日本大震災 特別番組「ドキュメンタリー〜つなぐ〜」
18:00 ★全国！ごはんのおとも探検の旅〜北海道・十勝編／19:00 ★全国！ごはんのおとも

さくらえ保育園・三隅保育所

4:00 ★島大病院ちょっと気になる健康講座
4:30 おおきくなったらなんになる？

4:00 ゴーゴー！のりものタウン ＃449
4:30 探偵社、ぶらり。／週間タウン情報（再）※毎時リピート

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート

17:30 ★扉を開けて…市長室からのメッセージ
〜いわみの情報モリっとお届け！〜
17:30
17:45 おおきくなったらなんになる？

30

6

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート

★まちかどギャラリー
★美肌県島根に行こう！〜in奥出雲エリア〜
〜いわみの情報モリっとお届け！〜
地域で育てる〜高校生のしまね留学〜 17:30

「株式会社原工務所」

23:00 神楽ざんまいアワー

29

17:00

17:25 ★地元企業紹介番組キラリ

17:25 ★サヒメルうぉっち
17:30 ★情報ネットしまね

スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート 4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート
10:00 浜田市議会予算決算委員会
神楽ざんまいアワー
山下時子の石見行雲流水
【総務文教委員会関係】
★おおきくなったらなんになる？
終了後はチャンネル700

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

16:00 神楽ざんまいアワー

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

17:00

神楽ざんまいアワー

5

12

11

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート
16:00 神楽ざんまいアワー

前日17：00〜の番組を毎時リピート

24

16:00 神楽ざんまいアワー

について
（政策企画課）

認定こども園ながさわ子ども園（３・４・５歳児）

28

4

ワン

4:00 ★荒磯館料理長の手軽に一品
4:00
4:30 ★ふるさと歴史発見／探偵社、ぶらり 16:00
16:00 神楽ざんまいアワー
17:00
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
17:25
17:25 ★Future2030「豊かさ芽吹く種のお店 17:30
〜俵種苗店SHIKINOKA 俵志保さん〜」 17:45
17:30 ぐるぐる中四国・関西／探偵社、ぶらり。
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00

※毎時リピート
4:15 展示・公演のご案内
【3月前半】
4:30 とんと昔があったげな第22話「若返りの水」 10:00 江津市議会令和4年3月定例会
一般質問2日目◆生中継
4:45 探偵社、ぶらり。

10:00 江津市議会令和4年3月定例会

4:00
4:15
4:30
4:45

9

4:00 いい伊豆みつけた
4:30 歴史探訪〜天守を想う地元旅

4:00 ぐるぐる中四国・関西

4:00
16:00
17:00
17:15

3

4:00 ★ぐるぐる中四国・関西【姫路ケーブルテレビ】 4:00 ★いい伊豆みつけた【伊豆急ケーブルネットワーク制作】
【3月前半】 4:30 ★歴史探訪〜天守を想う地元旅
4:15 ★展示・公演のご案内
※毎時リピート
【TOKAIケーブルネットワーク制作】
4:30 ★とんと昔があったげな
第22話「若返りの水」
10:00 江津市議会令和4年3月定例会
16:00 神楽ざんまいアワー
※毎時リピート
本会議初日・施政方針演説◆生中継
4:45 探偵社、ぶらり。2月 ※毎時リピート
17:00 ★探偵社、ぶらり。／17:15 103情報ひろば
神楽ざんまいアワー
16:00
16:00 神楽ざんまいアワー
16:00 神楽ざんまいアワー
「大学紹介」
17:00 浜田市議会令和4年3月定例会議 17:00 浜田市議会令和4年3月定例会議 17:00 浜田市議会令和4年3月定例会議 17:25 島根県立大学 金野ゼミ
◆個人一般質問2日目（中継録画）
◆個人一般質問1日目（中継録画）
◆個人一般質問3日目（中継録画） 17:30 ★あいラブせんりゅう【大崎ケーブルテレビ制作】
終了後はチャンネル700
終了後はチャンネル700
終了後はチャンネル700
23:00 神楽ざんまいアワー
4:00 つばたdeサイエンス#1／石見行雲流水 2月
4:30 島大病院ちょっと気になる健康講座 2月

❶17：00台の番組を25：00台まで
毎時繰り返し放送（23：00台は除く）
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チャンネルカレンダー 3 月版

※加盟店・特典内容は変更になる場合があります。

きんたの里（浜田市金城町）

※日帰り入浴100円引、レストランご利用時ソフトクリーム50円引き

（浜田市浅井町） ※ボウリング貸靴無料・カラオケ50円引き
●JAC
（ボウルジャック）
●マルサ石油有限会社 ※スタンプ7個で洗車プリペイドカードと交換
• セルフ＆カーケアステーションつのづ（江津市二宮町）
• 江津中央給油所（江津市嘉久志町）
●株式会社カードック浜田（浜田市治和町） ※エンジンオイル2割引
（浜田市朝日町） ※ミニポテトフライサービス
●やきとり紘
（kou）
●リラクゼーションルームラクシア（浜田市黒川町） ※施術料金割引
（浜田市治和町）☆JR周布駅前 ※全メニュー 10％引き
●癒しと美のエステ 華美
（はなやか）
●たこ初食堂（浜田市片庭町） ※コーヒーサービス他
●浅利観光 神楽の里 舞乃市 大黒食堂（江津市後地町） ※全メニュー 5％引き
●美又温泉 かめや旅館（浜田市金城町）
※宿泊料金割引／日帰り入浴（大人）通常510円⇒360円（２名様まで）

●トータルビューティー SKr 桜（浜田市田町）
●ログハウスグリーンヴィレッジ（浜田市旭町）

※特定コース5％引き
※宿泊料金500円引き他

他の割引との併用はできません

