
ロックＴＶ　３月の番組表2023.
３月号

地上デジタル 11ch「ロック TV」

■３月１日（午前６時）～４月１日（午前６時）

＊番組では、一部内容を変更して放送する場合があります
＊機器調整のため番組を休止することがあります

問総務課  情報システムグループ
☎ 72 － 8015

第五分団 消防ポンプ自動車 入魂式

ロックＴＶスタッフが取材・編集した村の話題な
どをお届けします。 広報ろっかしょ最新号の掲

載内容などを放送します。

■テレビが映らない・受信状況が悪い時の連絡先
　六ヶ所村故障受付（毎日８時～ 19 時）
　☎ 0120（357）252
■受信設備の新設・移設・各種問い合わせなどの
　連絡先
　六ヶ所村サポートセンター（平日９時～ 17 時）
　☎ 0120（357）727
◎ＢＳデジタル放送（有料）を視聴するには、各
　放送局との契約が必要です。連絡先は新聞など
　のＢＳ番組表をご覧ください。

　　（金曜夕方更新）

副村長、団長、分団長による拝礼が行われた
後、消防ポンプ自動車は第五分団に配置され、
村の安全を守る任務に就きました。（１月 24
日収録）

◎南部せんべい手焼き体験（１月 28 日収録）
◎スノーラフティング体験＆六ヶ所雪合戦大
会（２月４日収録）

Pick
Up!

▶広報ろっかしょ

▶写真で巡るろっかしょ ～取材アルバム～

六人～對馬 響子～

　今回の六人は、秋
田県から六ヶ所村へ
移住し、酪農家とし
て活躍している對馬
響子さん。

　酪農業を村で始めた對馬さんにロックＴＶが密
着。酪農家としての 1 日の仕事をのぞいてみま
した。

（令和４年度制作）

広報紙の取材で撮影した写
真をもとに、アルバム風に
編集して放送します。広報
紙には掲載できなかった写
真を見ることができます。

おぶちこども園  おゆうぎ会

　おぶちこども園お
ゆうぎ会が開催され
るまでの練習の様子
に密着しました。
　おゆうぎ会が行わ

れるまでの園児たちの努力と先生の頑張り、そし
ておゆうぎ会当日の裏側を、ぜひご覧ください。

（令和４年度制作）

各課の取り組みを紹介します。
①保健相談センター＆建設課
②政策推進課＆総務課
③福祉課

▶役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！

▶村内こども園 おゆうぎ会  放送スケジュール

３ 月 １ 日 ～ ７ 日
３月８日～ 14 日
３月 15 日～ 21 日
３月 22 日～ 28 日

千歳平こども園
泊 こ ど も 園
南 こ ど も 園
おぶちこども園

時 番組名 時 番組名

６ 00 ロクナビ 15 00 ロクナビ

15 肩こり解消！タオル de 簡単ストレッチ 15 んなれなの六ヶ所村でレッツエンジョイ！フィッシング！

25 NEW 六人～對馬 響子～ 45 備えよう、原子力災害（さくっと概要版）

55 広報 50 広報、写真で巡るろっかしょ

７ 00 ロクナビ 16 00 ロクナビ

15 今日からできる認知症予防～運動について～ 15 NEW 今日からできる認知症予防
　　  ～趣味活動・社会参加について～

25 NEW おぶちこども園おゆうぎ会

55 防災行政用無線  正しい電池交換の仕方 30 役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！①

８ 00 ロクナビ 45 さあサ踊ろうよ六ヶ所音頭

15 NEW 今日からできる認知症予防
　　  ～趣味活動・社会参加について～

17 00 村内こども園おゆうぎ会

18

30 備えよう、原子力災害（避難編） 40 応急手当の基礎知識 ～応急手当と 119 番通報～

50 広報、伝えたい六ヶ所の風景 55 伝えたい六ヶ所の風景

９ 00 ロクナビ 19 00 ロクナビ

15 ロクジロー・メジロちゃんのふれあいしんぜん大使
～南こども園～

15 NEW おぶちこども園おゆうぎ会

45 防災行政用無線  正しい電池交換の仕方

45 みんなで予防インフルエンザ 50 みんなで予防インフルエンザ

50 今日からできる認知症予防～食事について～ 55 写真で巡るろっかしょ

10 00 ロクナビ 20 00 ロクナビ

15 転倒・骨折予防体操 ～自宅バージョン～ 15 NEW 六人～對馬 響子～

40 備えよう、原子力災害（屋内退避編） 45 役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！②

55 横断歩道は歩行者優先！ 55 広報

11 00 ロクナビ 21 00 心ゆたかに歩みゆく～千歳平小学校一年の軌跡～

15 心ゆたかに歩みゆく～千歳平小学校一年の軌跡～ 30 さとちゃんの六ヶ所村のうまいものめっけ！

45 応急手当の基礎知識
 ～心肺蘇生法（成人）と AED の使い方～

22 00 ロクナビ

15 ロクナビ（総集編２月）

12 00 ロクナビ 45 広報、写真で巡るろっかしょ、伝えたい六ヶ所の風景

15 NEW 六人～對馬 響子～ 23 00 「六ヶ所第二中、千歳中統合・結ぶ新たな絆」
～一瞬入魂今日という日に感謝を込めて～

（令和２年度制作）45 役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！③

13 00 ロクナビ 30 産後のためのアフターケア～ 10 カウントレッスン～
（令和２年度制作）

15 NEW おぶちこども園おゆうぎ会

45 応急手当の基礎知識 ～乳児小児の心肺蘇生法～ ０
～
６

00 ロックＴＶからのお知らせ
青森環境放射線モニタリング

14 00 「六ヶ所第二中、千歳中統合・結ぶ新たな絆」
～一瞬入魂今日という日に感謝を込めて～

（令和２年度制作）

30 産後のためのアフターケア～ 10 カウントレッスン～
（令和２年度制作）


