
月 火 水 木 金
1・8・15・22・29日 2・9・16・23日 3・10・17・24日 4・11・18・25日 5・12・19・26日

6
出会い、ふれあい、そぞろ歩き2021年9月

【米子市の商店街 特別編】
おかんごはん2021年9月【海の幸いっぱい海鮮丼】

6：45〜健康ぷらざ  6：50〜産業技術HOT情報/2021年9月  6：55〜あの人の技/2021年10月

7
中海物語～未来に水辺の煌めきを～2021年10月

【ゴズを釣ってみよう！】
ド近所さん！2021年10月

【2021ド近所秋コレクション】

8
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年9月

【戦国時代の城】
聞いて納得！医療最前線2021年10月【心房細動による脳梗塞予防のためのカテーテル治療】

公立鳥取環境大学「未来への授業」2021年9月【簿記・会計の基本】

9
日野川物語2021年9月

【次世代につなぐ環境と役割】
吾空の筋斗雲にはのれません。2021年9月

【～幻の滝と燻製のごほうび編～】

10
Road to 2030～SDGsで考える ふるさとのミライ～2021年9月

【環境への配慮も経済成長も】10：25～知っていますか？あの人の技2021年10月
ふるさとタイムトリップ2021年8月【ホープタウン39（サンキュー）周年】

米子高専知的セミナー2021年10月【米子高専の改組によるSDGsの取り組み】

11
出会い、ふれあい、そぞろ歩き2021年9月

【米子市の商店街 特別編】
看護大・とりたんセミナー2021年8月【環境に優しい住まいづくり】

米子高専知的セミナー2021年10月【米子高専の改組によるSDGsの取り組み】

0
中海物語～未来に水辺の煌めきを～2021年10月

【ゴズを釣ってみよう！】
おかんごはん2021年9月【海の幸いっぱい海鮮丼】

米子高専知的セミナー2021年10月【米子高専の改組によるSDGsの取り組み】

1
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年9月

【戦国時代の城】
聞いて納得！医療最前線2021年10月【心房細動による脳梗塞予防のためのカテーテル治療】

公立鳥取環境大学「未来への授業」2021年9月【簿記・会計の基本】

2
日野川物語2021年9月

【次世代につなぐ環境と役割】
吾空の筋斗雲にはのれません。2021年9月

【～幻の滝と燻製のごほうび編～】

3
Road to 2030～SDGsで考える ふるさとのミライ～2021年9月
【環境への配慮も経済成長も】15：25～産業技術HOT情報 2021年9月

ふるさとタイムトリップ2021年8月【ホープタウン39（サンキュー）周年】
看護大・とりたんセミナー2021年8月【環境に優しい住まいづくり】

4
日野川物語2021年9月

【次世代につなぐ環境と役割】
ド近所さん！2021年10月

【2021ド近所秋コレクション】

5
中海物語～未来に水辺の煌めきを～2021年10月

【ゴズを釣ってみよう！】
出会い、ふれあい、そぞろ歩き2021年9月

【米子市の商店街 特別編】

6
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年9月

【戦国時代の城】
ふらりおんな酒場めぐり2021年9月「お酒を知る！」

ふるさとタイムトリップ2021年8月【ホープタウン39（サンキュー）周年】

7
ド近所さん！2021年10月

【2021ド近所秋コレクション】
吾空の筋斗雲にはのれません。2021年9月

【～幻の滝と燻製のごほうび編～】

8
Road to 2030～SDGsで考える ふるさとのミライ～2021年9月

【環境への配慮も経済成長も】20：25～健康ぷらざ 2021年9月
公立鳥取環境大学「未来への授業」2021年9月【簿記・会計の基本】

聞いて納得！医療最前線2021年10月【心房細動による脳梗塞予防のためのカテーテル治療】

9
日野川物語2021年9月

【次世代につなぐ環境と役割】
21：30〜健康ぷらざ  21：35〜産業技術HOT情報/2021年9月  21：40〜あの人の技/2021年10月

米子高専知的セミナー2021年10月【米子高専の改組によるSDGsの取り組み】

10
中海物語～未来に水辺の煌めきを～2021年10月

【ゴズを釣ってみよう！】
おかんごはん2021年9月【海の幸いっぱい海鮮丼】

聞いて納得！医療最前線2021年10月【心房細動による脳梗塞予防のためのカテーテル治療】

11
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年9月

【戦国時代の城】
出会い、ふれあい、そぞろ歩き2021年9月

【米子市の商店街 特別編】

0
ド近所さん！2021年10月

【2021ド近所秋コレクション】
吾空の筋斗雲にはのれません。2021年9月

【～幻の滝と燻製のごほうび編～】

1
Road to 2030～SDGsで考える ふるさとのミライ～2021年9月

【環境への配慮も経済成長も】1：25～あの人の技／2021年10月
ふるさとタイムトリップ2021年8月【ホープタウン39（サンキュー）周年】

ふらりおんな酒場めぐり2021年9月「お酒を知る！」

2
おかんごはん2021年9月【海の幸いっぱい海鮮丼】

看護大・とりたんセミナー2021年8月【環境に優しい住まいづくり】
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年9月

【戦国時代の城】

県民チャンネル タイムテーブル332
11月30日（火）は、
10：00から鳥取県議会中継を
行います。 再放送は19：00～11月
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初耳！ウルトラ
ローカルクイズ

吾空の筋斗雲には
のれません。 ド近所さん！ 中海物語

6米子高専 医療最前線 そぞろ歩き 公立鳥取環境大学
おかんごはん 公立鳥取環境大学 タイムトリップ

吾空の筋斗雲には
のれません。 ド近所さん！ Road to 2030

7：25～産業技術 県議熱中討論 7医療最前線 そぞろ歩き 吾空の筋斗雲には
のれません。公立鳥取環境大学

ド近所さん！ 中海物語 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 県議熱中

討論
日野川物語

8タイムトリップ 米子高専 中海物語 健康・産業・あの人の技
看護大・とりたん おかんごはん 看護大・とりたん

中海物語 Road to 2030
9：25～産業ぷらざ 日野川物語 ド近所さん！

9健康・産業・あの人の技 公立鳥取環境大学 そぞろ歩き おかんごはん
おかんごはん タイムトリップ 医療最前線

日野川物語 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ

Road to 2030
10：25～健康ぷらざ 県議熱中討論 10

そぞろ歩き 健康・産業・あの人の技 米子高専
看護大・とりたん 医療最前線

初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 日野川物語 中海物語 Road to 2030

11：25～産業技術 11おかんごはん 看護大・とりたん おかんごはん そぞろ歩き公立鳥取環境大学 医療最前線 米子高専

ド近所さん！ 吾空の筋斗雲には
のれません。 日野川物語

県議熱中
討論

初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 0米子高専 おかんごはん 中海物語 公立鳥取環境大学

タイムトリップ 公立鳥取環境大学 米子高専
吾空の筋斗雲には

のれません。 中海物語 ド近所さん！
県議熱中討論 1健康・産業・あの人の技 米子高専 公立鳥取環境大学

医療最前線 公立鳥取環境大学 米子高専

中海物語 ド近所さん！ 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ ド近所さん！

2
そぞろ歩き タイムトリップ おかんごはん 医療最前線

健康・産業・あの人の技 医療最前線 健康・産業・あの人の技

日野川物語 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 県議熱中討論

中海物語
3看護大・とりたん そぞろ歩き 米子高専

米子高専 タイムトリップ
Road to 2030
16：25～産業技術 ド近所さん！ 日野川物語

県議熱中討論 4医療最前線 看護大・とりたん 健康・産業・あの人の技
公立鳥取環境大学 医療最前線 看護大・とりたん

ド近所さん！ 日野川物語 ド近所さん！ 吾空の筋斗雲には
のれません。 5看護大・とりたん 健康・産業・あの人の技 吾空の筋斗雲には

のれません。
看護大・とりたん

おかんごはん タイムトリップ 医療最前線

日野川物語 中海物語
県議熱中討論

Road to 2030
18：25～あの人の技 6タイムトリップ 米子高専 おかんごはん

米子高専 おかんごはん 米子高専
初耳！ウルトラ

ローカルクイズ
Road to 2030

19：25～健康ぷらざ 中海物語 吾空の筋斗雲には
のれません。 7公立鳥取環境大学 おかんごはん 看護大・とりたん そぞろ歩き医療最前線 看護大・とりたん 公立鳥取環境大学

中海物語 日野川物語 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ

吾空の筋斗雲には
のれません。 8おかんごはん タイムトリップ 医療最前線 看護大・とりたん

タイムトリップ 公立鳥取環境大学 おかんごはん 米子高専
Road to 2030

21：25～あの人の技 ド近所さん！ Road to 2030
21：25～あの人の技 中海物語

9ふらりおんな酒場めぐり そぞろ歩き タイムトリップ おかんごはん
看護大・とりたん ふらりおんな酒場めぐり 医療最前線

吾空の筋斗雲には
のれません。

初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 日野川物語

県議熱中討論 10
そぞろ歩き 米子高専 おかんごはん

ふらりおんな酒場めぐり 公立鳥取環境大学

ド近所さん！ Road to 2030
23：25～あの人の技 そぞろ歩き 初耳！ウルトラ

ローカルクイズ 11健康・産業・あの人の技 医療最前線 吾空の筋斗雲には
のれません。

おかんごはん
公立鳥取環境大学 おかんごはん ふらりおんな酒場めぐり

中海物語 吾空の筋斗雲には
のれません。

初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 日野川物語

0看護大・とりたん ふらりおんな酒場めぐり 米子高専 看護大・とりたん
ふらりおんな酒場めぐり 米子高専 看護大・とりたん 公立鳥取環境大学

初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 中海物語 ド近所さん

県議熱中討論 1
そぞろ歩き タイムトリップ ふらりおんな酒場めぐり

看護大・とりたん タイムトリップ

日野川物語 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 県議熱中討論

吾空の筋斗雲には
のれません。 2ふらりおんな酒場めぐり 医療最前線 ふらりおんな酒場めぐり

タイムトリップ ふらりおんな酒場めぐり 公立鳥取環境大学

ようび

じかん

ようび

じかん

30

30

30

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

45

45

45

45

45

45

45

45

45

30

※都合により番組内容が変わることがあります。（変更の場合は 123ch でご案内いたします） 13


