四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会
日時 平成３０年３月２０日（1３：３0～）
場所 四万十町役場 防災対策室

１．開会
２．会長あいさつ
３．企画課長あいさつ
４．議 事
（１）報告事項
１.加入状況
２.放送実績ほか
２-１定期放送 ニュース番組（しまんと放送室）
２-２定期放送 ミニ企画番組（四万十うぉっちんぐ）
２-３特別番組
２-４生放送番組
２-５行政放送
２-６四万十町議会 定例会
２-７四万十町議会 臨時会
２-８高知県議会中継
２-９他のケーブルテレビ局への番組コンテンツ提供
２-１０その他のテレビ局での放送について
２-１１文字放送
２-１２データ放送

３.放送事故・訂正放送報告ほか
３-１訂正放送

４.出張、研修、会議等 その他の報告

（２）自主制作番組視聴
（３）質疑応答

四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会資料

（１）報告事項
報告事項１
■加入状況について（平成３０年２月１日現在）

２０１８/２/１

時点

サービス内容

今月

全加入数

7,445

-20

272

-4

128K

572

-1

30M

2368

+3

100M

283

1

合計

3223

3

1207

-6

147

-1

このうち
休止数

前月との差

インターネット

有料番組
ＩＰ電話

1

四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会資料

■加入状況について（平成２９年９月１日現在） ＜参考資料＞
前回の番組審議会で報告した資料

２０１７/９/１

時点

サービス内容

今月

全加入数

7466

+12

266

+10

128K

590

-5

30M

2308

+16

100M

268

0

合計

3166

11

1226

-5

150

-1

このうち
休止数

前月との差

インターネット

有料番組
ＩＰ電話
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報告事項２
■自主放送番組の内容及び番組制作に関連する報告事項
２-１定期放送 ニュース番組（四万十放送室） ※月・木曜日更新
最近にあった町内での出来事や四万十町に関する事を取り上げて放送。
今年度より視聴者投稿型コーナーを新設（旧モバイルムービーをコーナー化）したこ
とに加えて今後町内である催し物の案内を放送するコーナーを設けた。
原則 月曜更新版の後半に催し物の案内・木曜更新版の後半に視聴者投稿コーナー
第４０９回【2017 年 9 月 25 日(月)～10 月９日(月)】
十和で 60 キロのマグロ解体ショー

十和

秋の全国交通安全運動 高校生も啓発活動

大正

マニュアル完成に向けて七里小学校で避難所運営訓練

窪川

3 種類の味を楽しむカレーまつり

窪川

特別養護老人ホーム窪川荘

窪川

開所 40 年

★催し物情報
・わたり鳥 よみきかせ会
・第 5 回しまんと生姜収穫祭
・第 17 回四万十手仕事市
・アンデパンダン展（書道の部）
・第 13 回米こめフェスタ
第４１０回【2017 年 10 月 9 日(月)～12 日(木)、15 日(日)】
加工を地元で！！ 栗のペースト工場完成

十和

中秋の名月に合わせて家地川で交流イベント

窪川

川口小児童が様々な職業を体験

窪川

南米パラグアイに児童が本を寄贈

窪川

四国電力が町に街路灯を寄贈

窪川

地域安全運動を前に「うまのすけっぴ」が警察署長に

大正

★催し物情報
・第 17 回四万十手仕事市
・アンデパンダン展（書道の部）
・三熊野神社 秋大祭
・第 13 回米こめフェスタ
・第 14 回もみじまつり
第４１１回【2017 年 10 月 12 日(木)～16 日(月)】
南川口の神社で結婚式～氏神に門出報告～

窪川

今年初開催！！四万十かっぱ祭り

大正

自転車で四万十満喫 コグウェイ四国

窪川
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しまんと生姜収穫祭 生姜積み競争など

窪川

町内の老人クラブが運動会で交流

大正

●モバイルムービー #2５9
・「柏島の水中散歩①」橋田茂さん
第４１２回【 2017 年 10 月 16 日(月)～19 日(木)、22 日(日)】
女子中学生が 1 日警察署長

窪川

興津八幡宮秋季大祭

窪川

田野々小で PTA 主催の祭り

大正

榊山町に葬祭会館がオープン

窪川

谷干城の子孫が町長らと会談

窪川

★催し物情報
・第 17 回 四万十手仕事市
・アンデパンダン展（書道の部）
・三熊野神社 秋大祭
・第 13 回 米こめフェスタ
・第 14 回 もみじまつり
・ベビーアート教室
第４１３回【2017 年 10 月 19 日(木)～23 日(月)】
四万十川ウルトラマラソン 60 キロ 前夜祭

十和

第 23 回 四万十川ウルトラマラソン

十和

「木の身体測定」東又小 児童

窪川

「将来に向けて」中学生対象の教育講演会

窪川

●モバイルムービー #2６０
・
「秋の訪れを楽しんで」竹中愛子さん
・
「柏島の水中散歩②」橋田茂さん
第４１４回【2017 年 10 月 23 日(月)～30 日(月)】
農業分野での IOT 活用を考える検討会

窪川

四国電力が札所の電気設備点検

窪川

よさこいケーブルネット 大野見しんまいフェスタ

中土佐町

よさこいケーブルネット 幕末維新号で高校生がおもてなし

須崎市

●モバイルムービー #2６１
・
「ひかり保育所 運動会での 1 コマ」劇団ひかりさん
・
「柏島の水中散歩➂」橋田茂さん
★催し物情報
・第 17 回四万十手仕事市（台風接近のため中止となりました）
・2017 第 28 回文化展
・第 14 回もみじまつり
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・ベビーアート教室
第４１５回【2017 年 10 月 30 日(月)～11 月 6 日(月)】
国道沿いにユニークな「かかし」

窪川

日展特選画家 中西繁さん 四万十町にギャラリー

窪川

長年 駅の美化活動 窪川高校表彰

窪川

児童が無人カメラを森に設置

窪川

婦人団体が窪川郵便局で文化展

窪川

～季節便り～ 東又地域で遅咲きのヒマワリ

窪川

★催し物情報
・第 13 回米こめフェスタ
・第 14 回もみじまつり
・ベビーアート教室
・第 18 回東又小学校 東又祭り
第４１６回【2017 年 11 月 6 日(月)～13 日(月)】
町営塾１周年「じゆうく。フェスタ」

窪川

今西中通 墓前祭

窪川

老人クラブが吉見川を清掃・谷干城の看板設置

窪川

田野々小児童が老人クラブと交流

大正

古民家カフェ半平で消しゴム版画・イラスト展

窪川

町内の酒米が特等の評価

窪川

★催し物情報
・四万十町観光協会 しまんとグルメ de まんぷく「大盛り祭り」
・第 42 回台地まつり 和田周作さん
・第 14 回もみじまつり
・ベビーアート教室
・第 18 回東又小学校 東又祭り
・CASA PROJECT 2017 in しまんと
・四国造形サミットと作品展示会
第４１７回【2017 年 11 月 13 日(月)～16 日(木)、19 日（日）】
「冬の夜を彩る イルミネーション」季節だより

窪川

18 年ぶりの復活「十和地区民運動会」

十和

下津井きのこバイキング 今年も大盛況

大正

興津でキイレツチトリモチの観察会

窪川

高南台地総合美術展覧会 16 日まで

窪川

谷干城パネル展 30 日まで

窪川

2017 台地まつり ダイジェスト

窪川

★催し物情報
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・第 18 回東又小学校 東又祭り
・フェアリーピッタ・ジャズオーケストラ演奏会
・CASA PROJECT 2017 in しまんと
・ピアノ譜寄贈記念 オペラ四万十ミニコンサート
第４１８回【2017 年 11 月 16 日(木)～20 日(月)】
四万十町の女性がフィットネスの世界大会へ

鬼北町

食の祭典「米こめフェスタ」に約 1 万 7500 人

窪川

JA 四万十でベビーアート教室

窪川

四万十町を描く写生会の作品展

窪川

東又小学校林にツリーハウスが完成

窪川

パエリア職人が四万十町オリジナルパエリア振る舞う

窪川

●モバイルムービー #2６２
・
「県消防操法大会に十川・松葉川」竹内修一さん
・11 月は大盛りパスで食欲の秋を満喫
さらに消しゴムハンコで秋の夜長を満喫」竹中愛子さん
第４１９回【2017 年 11 月 20 日(月)～23 日(木)、26 日(日)】
高岡神社の秋季大祭 流鏑馬など

窪川

予土線に初アンパンマントロッコ

各地

収穫祭・学習発表会「東又祭り」

窪川

西部地区産業祭 農作物品評会など

十和

約 10 年ぶり 三番双を産業祭で披露

十和

窪川中学校吹奏楽部 定期演奏会

窪川

★催し物情報
・フェアリーピッタ・ジャズオーケストラ演奏会
・CASA PROJECT 2017 in しまんと
・ピアノ譜寄贈記念 オペラ四万十ミニコンサート
・2017 年度 四万十町十和支部人権教育研究大会
第４２０回【2017 年 11 月 23 日(木)～27 日(月)】
不要となった傘で作った作品の展示

十和

ニーズ調査の結果「魚の弁当」を開発

窪川

社協主催のセカンドライフ応援講座

大正

古民家カフェ半平で組子細工展

窪川

●モバイルムービー #2６３
・
「2017 海の宝石」竹内修一さん
・
「二十だいにさようなら」山本隆幸さん
・
「四万十町 名画座」窪川四万十会館さん
第４２１回【2017 年 11 月 27 日(月)～30 日(木)、12 月 3 日(日)】
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下津井の仁井田神社で「冬もうし」

大正

テナガエビを梼原川に放流

大正

オペラ四万十の楽譜を町に寄贈

窪川

大正中学校音楽部 定期演奏会

大正

★催し物情報
・保育まつり 窪川 B&G 海洋センターにて （保護者出演）
・第 6 回くぼかわスポーツクラブ B&G 海洋センター感謝祭
・四国造形サミットと作品展示会
第４２２回【2017 年 11 月 30 日(木)～12 月 4 日(月)】
東又小で不要傘を使ったワークショップ

窪川

B&G で水泳大会 町勢 好成績

窪川

ネイチャーセンターにニホンリス・ヒゲガビチョウのはく製

大正

七里小でユネスコ認定校同士の交流

窪川

窪川小児童がお遍路さんに手作りマップ

窪川

●モバイルムービー #2６４
・「しまんと新聞ばっぐコンクール」NPO 法人 RIVER さん
・「滑床の紅葉」中平董雄さん
・「Dive!Dive!Dive! Vol.1」橋田茂さん
第４２３回【2017 年 12 月 4 日(月)～7 日(木)、10 日(日)】
四万十宅老所ネットワークが交流会

窪川

楽しく DIY を学ぶ催し

窪川

窪川小 6 年がワイワイ広場 集客に向けて思案

窪川

ひと足早く図書館でクリスマス会

窪川

★催し物情報
・濱中伸也 組子細工展
・第 6 回くぼかわスポーツクラブ B&G 海洋センター感謝祭
・四万十町を描く写生会作品展
・四国造形サミットと作品展示会
第４２４回【2017 年 12 月 7 日(木)～11 日(月)】
季節だより 金のなる木が理髪店で見ごろ

窪川

多彩な催しで堪能「保育まつり」

窪川

絶望から希望へ 山﨑理恵さん講演

窪川

福祉関係者が集結「四万十ふくふくまつり」

窪川

道の駅あぐり窪川の豚丼が V3

窪川

●モバイルムービー #2６５
・「神社巡りの旅」Mari さん
・「四万十にフィールドを作ろう！」スズキさん
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第４２５回【2017 年 12 月 11 日(月)～18 日(月)】
梶山弘志 地方創生担当大臣が来町

窪川

窪川 B&G 海洋センターで感謝祭

窪川

窪川・大正中と自衛隊が音楽コラボ

窪川

子どもが自由に絵を描く催し

窪川

十和で四万十町初 BBQ 検定

十和

町内外から参加 少年ソフトボール交流大会

窪川

★催し物情報
・四万十町を描く写生会作品展
第４２６回【2017 年 12 月 18 日(月)～23 日(土)】
※CATV アンケート抽選結果のお知らせ
園児がくろ鉄 窪川駅のツリーを飾り付け

窪川

子育て支援センターでクリスマス会

窪川

高齢者対象に交通安全教室

窪川

「四万十栗」使ったシュークリーム 窪川高校生が考案

窪川

四万十町クリスマス少年剣道大会

窪川

県立帰全農場 創立 80 年 記念式典

窪川

★催し物情報
・2018 四万十町体育はじめ
第４２７回【2017 年 12 月 28 日(木)～31 日(日)】
～季節だより～ 大正でクリスマスキャンドルナイト

大正

米奥小児童と宅老所のメンバーがクリスマス会

窪川

町内の児童 27 人が門松づくりに挑戦

窪川

窪川地域で門松を作る催し

窪川

集落活動センター「仁井田のりん家」で もちつき

窪川

★催し物情報
・2018 四万十町体育はじめ
第４２８回【2018 年 1 月 1 日(月)～2 日(火)】 その日更新
岩本寺での年越しの様子

窪川

2018 年初日の出～興津峠～

窪川

第４２９回【2018 年 1 月 1 日(月)～2 日(火)】 その日更新 ６０分拡大
～季節だより～ 新春 ヤイロチョウのたこ揚げ

大正

四万十町成人式に 142 人

窪川

「体育はじめ」に約 90 人

窪川

岩本寺での年越しの様子

窪川

2018 年初日の出～興津峠～

窪川
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よさこいケーブルネットから正月の話題
・初日の出～土佐市宇佐町～
・土佐市の初詣～松尾八幡宮～
・毎年恒例の寒稽古実施！
・須崎市の初詣～賀茂神社～
・初日の出～中土佐町久礼～
香南ケーブルテレビから正月の話題
・夜須町ていやまの住吉海岸で撮影した初日の出の映像
・夜須町西山の夜須大宮八幡宮の初詣の様子
・香我美町徳王子の若一王子宮の初詣の様子
・野市町土居の立山神社の初詣の様子
・吉川町の西徳善八幡宮の初詣の様子
・西川元旦マラソンの様子
第４３０回【2018 年 1 月 4 日(木)～8 日(月)】
2018 年初日の出～興津峠～

窪川

新春 ヤイロチョウのたこ揚げ

大正

2018 年 四万十町 体育はじめ

窪川

第４３１回【2018 年 1 月 8 日(月)～11 日(木)、14 日(日)】
B&G にボルダリング施設が完成

窪川

谷干城のフィギュア像ひな型お披露目

窪川

食育の日に地元食材メニュー

窪川

災害に備えて興津で炊き出し訓練

窪川

第４３２回【2018 年 1 月 11 日(木)～15 日(月)】
四万十消防団 消防出初式

窪川

商売繁盛を祈願「十日えびす祭」

窪川

窪川小児童がイベントで販売実践

窪川

小中高生対象のソフトボール教室

大正

地域おこし協力隊ら地域づくりについて意見交換

大正

●モバイルムービー #2６６
・「autumn short touring」tomoharu さん
・「松葉川消防団 島根旅行」竹内修一さん
第４３３回【2018 年 1 月 15 日(月)～18 日(木)、21 日(日)】
1 年の健康願って窪川中心街でどんど焼き

窪川

神ノ西の河原でどんど焼き

窪川

土佐の料理を伝承 料理講習会

十和

第 51 回四万十町十和駅伝大会

十和

読書郵便・読書感想画の作品展

窪川
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四万十町が総務大臣賞を受賞

窪川

★催し物情報
・平成 29 年度 読書感想画・読書郵便作品展
・四国造形サミットと作品展示会
第４３４回【2018 年 1 月 18 日(木)～22 日(月)】
東又小児童が木工品作り

窪川

川口小学校 5 年生が収穫した米で味噌作り

窪川

年始の交通安全運動で高校生が啓発

大正

昭和小児童が伝統野菜収穫・調理・販売

十和

児童が育てた「伝統野菜」を販売

十和

●モバイルムービー #2６７
・「足摺へドライブ」中平董雄さん
・「もてないひとともてるひと」山本隆幸さん
・「Dive!Dive!Dive!Vol.3」橋田茂さん
第４３５回【2018 年 1 月 22 日(月)～29 日(月)】
ソフトボール！！大正中出身の 2 人が世界大会へ

大正

教育実践研究家 元教員 菊池省三さんが授業

窪川

よさこいケーブルネットより
・しんじょう君に 2777 枚の年賀状
・演劇「須崎のまちの物語」練習中！
★催し物情報
・第 10 回しまんとワイワイ広場
・平成 29 年度読書感想画・読書郵便作品展
・第 10 回四万十川桜マラソン大会 ボランティア募集中！
・第 6 回もりだばマルシェ
第４３６回【2018 年 1 月 29 日(月)～2 月 1 日(木)、2 月 4 日(日)】
～季節だより～ 東川角のサザンカ（1 月 23 日撮影）

窪川

東又小児童が学校林に もみじを植樹

窪川

しまんとワイワイ広場にジビエ料理

窪川

図書館でオリジナル ミニ絵本作り

窪川

窪川四万十会館で日曜朝のロビーコンサート

窪川

★催し物情報
・第 6 回もりだばマルシェ
・平成 29 年度読書感想画・読書郵便作品展
・奈路広 展
・こども絵画スクール こどもアートくらぶ
・第 10 回四万十川桜マラソン大会 ボランティア募集中！
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第４３７回【2018 年 2 月 1 日(木)～2 月 5 日(月)】
～季節だより～ 四万十町の雪景色

各地

四万十町の食を PR バイヤーが現地視察

窪川

四万十・黒潮町議会が合同で研修会

窪川

●モバイルムービー #2６８
・「アクションカメラで撮影！！」うっかり九兵衛さん
・「2017 柏島で見つけた海の生き物たち」竹内修一さん
・「アカペラの演奏」竹内修一さん
第４３８回【2018 年 2 月 5 日(月)～2 月 8 日(木)、2 月 11 日(日)】
節分！！ひかり保育所で「鬼退治」

窪川

児童が豆を配って交通安全を啓発

窪川

大正地域の児童・生徒が人権作文を発表

大正

第 55 回 四万十町窪川ロードレース

窪川

★催し物情報
・奈路広展
・こども絵画スクール 子どもアートくらぶ
第４３９回【2018 年 2 月 8 日(木)～2 月 12 日(月)】
～季節だより～ 町内で収穫された「おもしろイチゴ」

窪川

窪川高校 夢・志シンポジウム

窪川

大正地域で四万十川駅伝大会

大正

笑いあり・涙ありの 絵本の読み聞かせライブ

窪川

好成績の施設園芸団地で内覧会

窪川

七里小学校で長年続くバザー 今年も開催

窪川

●モバイルムービー #2６９
・「2 月 1 日 松葉川の雪景色」竹内修一さん
・「雪の朝」中平董雄さん
・「ぽこぽこスキーツアー」ぽこぽこスキーツアーさん
第４４０回【2018 年 2 月 12 日(月)～2 月 15 日(木)、2 月 18 日(日)】
～季節だより～ 文本酒造で特別純米酒 絞り

窪川

寺野出身シェフが帰郷し腕を振るう

窪川

連続講座「龍馬入門講座」1 回目開かれる

窪川

町内の金融機関で強盗を想定した訓練

窪川

漁師や漁村を写した 44 枚

窪川

奈路広展

★催し物情報
・よねおく会議
・日曜朝のロビーコンサート
第４４１回【2018 年 2 月 15 日(木)～2 月 19 日(月)】
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四万十町勤労者・子ども会 駅伝大会

窪川

四万十街道ひなまつり 高校生が飾り付け

大正

伊野商業高校の生徒が CATV 見学

窪川

●モバイルムービー #2７０
・
「潜水士Ⅱ」竹内修一さん
・
「みじゅくじだったぼくへ」山本隆幸さん
・
「Dive!Dive!Dive! Vol.4」橋田茂さん
・
「Dive!Dive!Dive! Vol.5」橋田茂さん
★催し物情報
・健康づくり講演会
第４４２回【2018 年 2 月 19 日(月)～2 月 26 日(月)】
第 1 回 四万十ビジネスプランコンテスト

窪川

移動動物園 園児が触れ合う

大正

十和の民生委員が特殊詐欺手口などを学ぶ

十和

絶滅危惧種育つ里山で野焼き

窪川

地域の活性化などを話し合う「よねおく会議」

窪川

★催し物情報
・日曜朝のロビーコンサート
・3 館合同特別展 高知の作家 18 人展 地方からの発信
第４４３回【2018 年 2 月 26 日(月)～3 月 1 日(木)、3 月 4 日(日)】
給食に郷土料理「伝統的食文化の継承」

窪川

尾﨑知事が来町 高校生らと意見交換

窪川・大正

ボルダリング教室に約 30 人

窪川

災害廃棄物の処理に関する協定締結

窪川

防犯教室などに参加で商品券が当たる安全運動

窪川

★催し物情報
・甘味寺 in 岩本寺
・3 館合同特別展 高知の作家 18 人展 地方からの発信
第４４４回【2018 年 3 月 1 日(木)～3 月 5 日(月)】
窪川小 6 年 谷渕祐仁君 ソフトボール世界大会へ

窪川

窪川ワイルドボーイズ 8 年ぶり全国大会へ

窪川

札所で約 5 年ぶり結婚式 参拝者も祝福

窪川

ワイワイ広場で地域おこし協力隊がジャグリング

窪川

窪川小学校 防災ジオラマ完成

窪川

●モバイルムービー #2７１
・「ジョウビタキの餌付け」Mari さん
・「志和地区に竹明かり」志和活性化協議会さん
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・「「ウタアカリ」イベント告知」窪川四万十会館さん
第４４５回【2018 年 3 月 5 日(月)～3 月 12 日(月)】
志和で伝統行事「夜潮」

窪川

ひなまつりに合わせて児童が琴を演奏

窪川

四万十高校卒業式

大正

窪川高校卒業式

窪川

第４４６回【2018 年 3 月 12 日(月)～3 月 19 日(月)】
～季節だより～「土居地区の白梅」

窪川

十和 防災学習会に１５０人

十和

中学生男子ソフト県選抜に大正中６人

大正

中学生女子ソフト県選抜に窪川中５人

窪川

日曜朝のロビーコンサート

窪川

学校新聞づくりコンクール

窪川小児童が最優秀

窪川

★催し物情報
・谷干城ミュージカル高知公演
・窪川四万十会館催し「ウタアカリ」

２-２定期放送 ミニ企画番組（四万十うぉっちんぐ）
テーマを決めて取材する「ミニ特集枠」や「風景映像(４K 撮影)」などで構成
昨年の８月から月に１度 初回放送を生放送でお伝えしている ★
⇒職員の中継技術の向上・災害放送等への備え強化
第５１０回【2017 年 10 月 5 日(木)～10 月 12 日(木)】
四万十うぉっちんぐ総集編

あの頃うぉっちんぐ 2013 年 12 月放送分

第５１１回【2017 年 10 月 12 日(木)～10 月 19 日(木)】
しまんとの風景 （秋の志和地区を撮影）
第５１２回【2017 年 10 月 19 日(木)～10 月 26 日(木)】
手話サークル ともだち
第５１３回【2017 年 10 月 26 日(木)～11 月 2 日(木)】
谷干城ミュージカル 練習風景 + ミュージカル告知
★生放送（六反地 谷干城ミュージカル練習現場）
第５１４回【2017 年 11 月 2 日(木)～11 月 9 日(木)】
しまんとの風景 （ショウガの収穫）
第５１５回【2017 年 11 月 9 日(木)～11 月 16 日(木)】
「四万十町の神祭」
・七里（小野川） 三瀧神社
・久保川 日邑天神宮
第５１６回【2017 年 11 月 16 日(木)～11 月 23 日(木)】
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「四万十町の神祭」
・十川 星神社
・志和 天満宮、諏訪神社
第５１７回【2017 年 11 月 23 日(木)～11 月 30 日(木)】
「四万十町の神祭」
・大正中津川 河内神社
・若井 春日神社
第５１８回【2017 年 11 月 30 日(木)～12 月 7 日(木)】
「四万十町の神祭」
・茂串町 三熊野神社
・戸川 黄幡神社
第５１９回【2017 年 12 月 7 日(木)～12 月 14 日(木)】
海中の魅力を伝える -四万十町志和にあるダイビングショップ- ４K 制作
しまんとの風景 （志和ふるさと祭り）
第５２０回【2017 年 12 月 14 日(木)～12 月 21 日(木)】
四国で唯一新幹線が走るローカル線 JR 予土線 ４K 制作
しまんとの風景 （ピーマンの収穫）
第５２１回【2017 年 12 月 21 日(木)～12 月 27 日(水)】
四万十町のイルミネーション
★生放送（古市町 水車亭）
第５２２回【2018 年 1 月 11 日(木)～1 月 18 日(木)】
四万十うぉっちんぐ総集編

あの頃うぉっちんぐ 2014 年 1 月放送分

第５２３回【2018 年 1 月 18 日(木)～1 月 25 日(木)】
しまんとの風景 （トマトの収穫風景）
第５２４回【2018 年 1 月 25 日(木)～2 月 1 日(木)】
数々の作文コンクールで優秀な成績を収める中学生を紹介
★生放送（本堂 窪川 B&G 海洋センター

ボルダリング施設）

第５２５回【2018 年 2 月 1 日(木)～2 月 8 日(木)】
四万十うぉっちんぐ総集編

あの頃うぉっちんぐ 2015 年 2 月放送分

第５２６回【2018 年 2 月 8 日(木)～2 月 15 日(木)】
しまんとの風景 （四万十町内の雪景色）
第５２７回【2018 年 2 月 15 日(木)～2 月 22 日(木)】
四万十町のお米が金賞受賞
第５２８回【2018 年 2 月 22 日(木)～3 月 1 日(木)】
四万十街道ひなまつり
★生放送（茂串町 古民家カフェ半平）
第５２９回【2018 年 3 月 1 日(木)～3 月 8 日(木)】
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四万十うぉっちんぐ総集編

あの頃うぉっちんぐ 2015 年３月放送分

★簡易中継システムを使って映像を伝送 スタッフ６名体制で実施
２-３特別番組（日曜日・平日の２０時以降の特別放送枠にて複数回放送） 自局制作
１０月
■運動会特集

・町内の小中学校高校

１１月
■運動会特集

・町内の保育所

■台地まつり 鳴子おどり

再放送（生放送収録を再編集）

■教育講演会
１２月
■台地まつり 鳴子おどり

再放送（生放送収録を再編集）

※１２月２４日（日）～１月４日（木）年末年始特別編成期間
＜詳細は別紙資料（番組表）の通り＞
１月
■谷干城ミュージカル
■人権講演会（絶望から希望へ～全盲で重度障害の娘と生きた１２年間）
■十和地域地区民運動会
■窪川中学校吹奏楽部定期演奏会
■大正中学校音楽部定期演奏会
■小中学校音楽祭（大正・十和・窪川）
２月
■十和駅伝大会
■しまんと MUSIC FESTIVAL
３月
■news 東又 ～東又小学校 学校林の活動報告～
■ハッピー絵本ライブ（町青少年育成町民会議主催 絵本の読み聞かせイベント）

他局番組（日曜日・平日の２０時以降の特別放送枠ほか複数回放送）
■それいけ爆釣中！ (よさこいケーブルネット)
■えほんで遊ぼう いちにのどっか～ン！ (KCB)
■幡多サイクル紀行 (スワンテレビ)
■おらんくの文化（アマチュア作品）
※このほか週１回の更新で高知ケーブルテレビの情報番組を放送中
■Kochi on TV 毎日 16 時～（初回は月曜日）
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２-４生放送番組（議会放送・四万十うぉっちんぐ生中継を除く）
１０月
＜他局＞
４日（日）・１４日（土）・１５日（日）
第７０回秋季四国地区高校野球大会 高知県予選
１１月
＜他局＞
４日（土）・５日（日）高校野球秋季四国大会
＜自局＞
１１日（土）台地まつり 鳴子おどり 生中継
１月
＜自局＞
１日（月）初日の出生中継（興津峠）

２-５行政放送
2017 年 10 月 2 日(月)～10 月９日(月)
じゆうくフェスタのご案内・ビジネスコンテストについて
2017 年 10 月９日(月)～10 月 16 日(月)
劇団おまわり 特殊詐欺被害防止について
2017 年 10 月 16 日(月)～10 月 23 日(月)
40010 たから 認定こども園たのの
2017 年 10 月 23 日(月)～10 月 30 日(月)
学びの時間（ローマ字）
2017 年 10 月 30 日(月)～11 月 6 日(月)
【再放送】劇団おまわり 特殊詐欺被害防止について
2017 年 11 月 6 日(月)～11 月 13 日(月)
学びの時間（じゆうく。紹介）
2017 年 11 月 13 日(月)～11 月 20 日(月)
40010 たから 川口保育所・昭和保育所
2017 年 11 月 20 日(月)～11 月 27 日(月)
しまんと MUSIC FESTIVAL のご案内
2017 年 11 月 27 日(月)～12 月 4 日(月)
【再放送】しまんと MUSIC FESTIVAL のご案内
2017 年 12 月 4 日(月)～12 月 11 日(月)
学びの時間（情報モラル）
2017 年 12 月 11 日(月)～12 月 18 日(月)
40010 たから 東又保育所
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2017 年 12 月 18 日(月)～12 月 25 日(月)
【再放送】40010 たから

東又保育所

2017 年 12 月 25 日(月)～2018 年１月 9 日(月)
年末年始の特別編成期間中 町長の年頭あいさつ・年末あいさつを放送
2018 年１月 9 日(月)～1 月 16 日(月)
学びの時間
2018 年 1 月 16 日(月)～1 月 23 日(月)
水道管凍結防止について
2018 年 1 月 23 日(月)～1 月 30 日(月)
新しく着任した地域おこし協力隊の挨拶
2018 年 1 月 30 日(月)～2 月 5 日(月)
確定申告の相談会について
2018 年 2 月 5 日(月)～2 月 19 日(月)
学びの時間
2018 年 2 月 19 日(月)～2 月 26 日(月)
40010 たから 見付保育所
2018 年 2 月 26 日(月)～3 月 5 日(月)
広報誌の「すくすくコーナー」について
2018 年 3 月 5 日(月)～3 月 12 日(月)
学びの時間
2018 年 3 月 12 日(月)～19 日(月)
農業濁水の軽減について
2018 年 3 月 19 日(月)～26 日(月)
40010 たから くぼかわ保育所
お達者体操（日曜日を除く毎日放送）
毎日 ６：３０

７：３０

８：３０

１３：３０

四万十お達者体操 ～窪川音頭編～（月・木）
四万十お達者体操 ～上山小唄編～（火・金）
四万十お達者体操 ～十和音頭編～（水・土）

２-６四万十町議会 定例会
平成２９年第４回四万十町議会定例会

生放送および再放送２回

１２月６日（水）
１２月１２日（火）
１２月１３日（水）
１２月１４日（木）
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１２月１５日（金）
平成３０年第１回四万十町議会定例会

生放送および再放送２回

３月７日（水）
３月１３日（火）
３月１４日（水）
３月１５日（木）
３月１６日（金）

２-７四万十町議会 臨時会
平成３０年第１回四万十町議会臨時会

生放送および再放送２回

１月１２日（金）

２-８高知県議会中継
高知県議会 平成 2９年９月定例会（１０月開催分）
１０月２日（月）
１０月３日（火）
１０月１２日（木）
高知県議会 平成 2９年１２月定例会
１２月７日（木）
１２月１８日（月）【録画放送】１２日開催分
１２月１９日（火）【録画放送】１３日開催分
１２月２０日（水）【録画放送】１４日開催分
１２月２１日（木）
高知県議会 平成 2９年２月定例会
２月２２日（木）
３月１日（木）
３月２日（金）
３月５日（月）
３月６日（火）
３月９日（金） 【録画放送】７日開催分
３月１２日（月）【録画放送】１２日開催分

２-９他局への番組コンテンツ提供
提供コンテンツ毎週木曜日更新「四万十うぉっちんぐ」
毎週土・日曜日放送
チャンネル 700 （ジャパンケーブルキャスト）
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２-１０ その他のテレビ局での放送
CATV 直送便（NHK）
３週間に１回のペースで四万十ケーブルテレビが取材したニュースを NHK が選んで放
送中（毎週木曜日、午後６時１０分放送の「高知情報いちばん」内にて）
ケーブル４K
全国 CATV の専門チャンネル（４K 放送）にて３番組を放送
期間：２０１８年２月～３月
番組：①西部地区産業祭（ストレートニュース）
②ホビートレインが走る町（ローカル線）
③海中の魅力を伝える（マリンスポーツ）
２-１１文字放送
■各公共的団体より入力放送
（概ね、毎日１０枚から２０程度のお知らせを放送）
※昨年４月に新システムに移行→データ放送・町のスマホアプリとも連携
２-１２データ放送
■ＣＡＴＶ局からのお知らせ
※文字放送と連携
報告事項３
３-１訂正放送・放送事故
＜編集ミスによる再編集＞
くぼかわ保育所の運動会（特別番組）にて同じカットが繰り返し流れるミスがあった
⇒再編集して放送した
報告事項４
出張、研修、会議等 その他の報告

出席者

１１月１日 CATV 連盟放送セミナー
（愛媛県新居浜市） 山下・近森
１１月１５日 フィットネス国際大会出場者取材（愛媛県鬼北町）

山下

１１月１７日 国際放送機器展（東京）

前田・森下・大﨑

１１月 26 日 ４K 映画祭（徳島県神山町）

大﨑・近森

１２月５日 制作有志会（KCB）

大﨑・森下・近森

１月２８日 中学女子ソフトボール選抜選手ロケ（春野） 大﨑
２月２日 窪川四万十会館催しスクリーン投影業務

大﨑

２月９日 制作有志会（四万十ケーブルテレビ）

制作メンバーほか

３月１８日 谷干城ミュージカルロケ（イオン高知）
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（２）自主制作番組視聴
①行政放送
②コミュニティ放送

劇団おまわり（危機管理課・窪川警察署）
news 東又・海中の魅力を伝える（４K）

（３）質疑応答

＜メモ＞
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