
放送回 放送日 内容
H28年特番 平成28年(2016) 各界代表者年頭あいさつ

1/1～1/6 年男・年女に聞く新年の抱負～申年～
御建神社　初詣
竜王山　初日の出
市役所仕事始め式

1025 1/7～1/12 東広島商工会議所新年互礼会
西条酒造協会新年互礼会
東広島地区剣道連盟　初稽古
外国のお正月料理

1026 1/13～1/19 東ひろしま新春駅伝競走大会
東広島市消防出初式
東広島市成人を祝う会
技能五輪全国大会2位受賞　八本松町　髙橋礼奈さん
新旧の住民が集う大地面とんど祭り

1027 1/20～1/26 障害者を対象にした就職ガイダンス
東広島青年会議所新年互礼会
JR白市駅 新跨線橋の供用開始
中国山口駅伝郡市の部2連覇に挑む　東広島市体協
ビニール凧を作ろう！道の駅湖畔の里福富
東広島市立美術館所蔵企画展｢やきものは謳う｣

1028 1/27～2/2 期日前投票所の設置に関する協定締結式
ワインのスペシャリストが、西条の酒蔵で日本酒を学ぶ
御薗宇小学校　とんど・もちつき大会
中央中学校職場体験学習｢大森ファーム｣
国道2号線西条バイパス沿い｢道の駅｣を整備予定

1029 2/3～2/9 広島大学長 定例記者会見
文化財防火デー防火訓練
選挙出前講座　賀茂北高校
地域活性化にむけた懇談会 広島県央商工会
少林寺流舘心館　県下合同寒稽古
東広島警察署　特殊詐欺防止の呼びかけ
西条中学校の生徒がリポートに初挑戦！

1030 2/10～2/16 暴力追放・排除・進出阻止に向けた街頭パレード
特殊詐欺被害を未然に防ぐ　コンビニ店に感謝状
立春朝搾り　賀茂泉酒造
東広島市芸術祭
勝谷山　観現寺の節分星祭
ふるさとありがとう集会　吉川小学校
東広島市平成28年度予算

1031 2/17～2/23 東広島ロードレース大会
広島大学とオタフクソースが包括的連携協定を締結
行政相談出前教室　東西条小学校
東広島学生ボランティア研修・交流会
手紙作文コンクールで三ツ城小児童が入賞
ITCひがし広島クラブ主催　小・中学生スピーチコンテスト
リテラ芸術鑑賞会｢バレンタイン狂言会｣

1032 2/24～3/1 広島大・長崎大・福島県立医大　連携協力の協定書締結式
一人暮らしの高齢者への弁当を配達　三永まちづくり協議会
第5回東広島ライオンズクラブカップ東広島市小学生綱引き大会
まるごと地域サロンパーティー　東西条地域センター
笑顔で暮らす支え合い　西条市街地地区社会福祉協議会
磯松中学校職場体験学習
｢広島国際大学　研究室わくわく探検｣

年末リクエスト特番　ＫＡＭＯＮたいむスペシャル　-2016年を振り返る-年末リクエスト特番　ＫＡＭＯＮたいむスペシャル　-2016年を振り返る-年末リクエスト特番　ＫＡＭＯＮたいむスペシャル　-2016年を振り返る-年末リクエスト特番　ＫＡＭＯＮたいむスペシャル　-2016年を振り返る-

今年１月からＫＡＭＯＮたいむで放送した主な項目です。　もう一度見たいあの出来事、あのシーン。皆
さまからのリクエストをお待ちしています。



放送回 放送日 内容
1033 3/2～3/8 近畿大学工学部附属広島高等学校東広島校　卒業式

｢西条まちゼミ｣開催に向けて
和食のマナーを学ぶ　西志和小学校
東西条小学校　1年生の児童が年長園児と交流会
腹話術に挑戦！

東広島市立美術館
｢現代の造形 Life & Art　生活を彩る陶-食の器-｣

1034 3/9～3/15 広島大学　定例記者会見

ノーベル賞受賞者
山中伸弥博士、ジョン・ガードン博士の講演会　広島大学

春の西条　醸華町まつり
あかりの散歩道
河内地区芸能フェスティバル
6年生を送る会　三永小学校
酒蔵地区の酒造施設群　登録有形文化財に指定

1035 3/16～3/22 近畿大学工学部卒業式
河内中学校卒業式
巨大地震を想定した避難訓練
三ツ城自治協議会西条中央支部

スポーツ吹矢東広島オープン大会
就職ガイダンスinひがしひろしま
東広島熟年大学卒業式
オオサンショウウオの学習で環境大臣賞を受賞　豊栄小学校

1036 3/23～3/29 中黒瀬小学校 卒業式
明るい選挙の推進協議会発足

西日本日立物流サービス㈱が
東広島市社会福祉協議会へ車椅子を寄贈

新しくなった西条岡町駐車場 供用開始
JR西条駅構内に待合室を開設
大☆地のつながり笑談会
伯和ビクトリーズ　激励会
広島大学 卒業式
東広島市 人事異動

1037 3/30～4/5
広島大学長定例記者会見と
広島大学東千田未来創生センター竣工記念式典

東広島芸術文化ホールくらら開館記念式典
東広島消防署安芸津分署　新庁舎落成式
第65回 西条清酒品評会
東広島市が3大学、社協と災害協力協定を締結
東広島市、広島国際大学、黒瀬高校が福祉人材育成のための
包括連携協定を締結
東広島警察署　甲田新署長インタビュー
まちかど新情報｢にじいろ保育園｣

1038 4/6～4/12 広島大学入学式
選挙出前講座に関する意見交換会
安芸津生涯学習センター　ホールと図書館が開館
河内地域センター大ホール　竣工式
平成27年度東広島アザレア賞　表彰式
東広島初！地域おこし協力隊員が河内町宇山地区へ
黒瀬町再発見　にぎわい散策スタンプラリー

1039 4/13～4/19 豊田高校入学式
向陽中学校入学式
八本松小学校入学式
福富町宮崎神社｢春花祭｣
西志和春まつり
まちかど新情報｢中央図書館　としょCafé、東広島YMCA｣



放送回 放送日 内容
1040 4/20～4/26 独立行政法人酒類総合研究所　後藤理事長インタビュー

板城探検隊　芝桜街道めぐり
ひょっとこ踊り交流会
近畿大学附属広島中学校東広島校ダンス部
世界大会で部門優勝
まちかど新情報
｢広島大学工学部に学生のための情報発信基地がオープン｣

1041 4/27～5/3 春の園芸まつり
三津保育所園児がメバルの稚魚を放流
東広島市オリジナルの婚姻届受付始まる
多文化共生講座｢国際大喜利｣
朝活IN市役所
バラ色の手作り市
ボランティアガイド養成講座

1042 5/4～5/10 広島大学長　定例記者会見
東広島の史跡・文化財を見て歩く会
志和流通団地立地協定式
高屋町造賀地区で里山体験
エヒメアヤメの里　天神原祭り
仙石庭園｢七色の仙神大滝｣が完成
春の叙勲受賞受章者インタビュー

1043 5/11～5/17 自転車マナーアップキャンペーン
広島県障害者陸上競技大会
東広島熟年大学入学式
中華ちまきづくりに挑戦！
Hello!!酒蔵ストリート
三ツ城古墳｢光の宴｣写真コンテスト
春の褒賞・叙勲　受章者インタビュー

1044 　 H28 東広島市明るい選挙推進大会
5/18～5/24 吉川第二工業団地立地協定式

2016酒まつりが始動！
東広島市重要文化財の紹介
近畿大学工学部の学生が
福富町で空家再生プロジェクトを始める
児童がかつお節削りに挑戦！平岩地域センター
春の叙勲　受章者インタビュー

1045 　 H28 交通安全・防犯講習会　近畿大学附属広島中学校東広島校
5/25～5/31 花いっぱい運動

西志和小学校運動会
東広島市立美術館｢現代日本版画展｣
減塩料理教室　宇山地域センター

1046 　 H28 全国新酒鑑評会製造技術研究会
6/1～6/7 原爆ドームの破片展示コーナーを開設

西条・山と水の環境機構　山水賞表彰式
広島県ホタルサミット
日本の歌｢四季｣3年生が｢花｣を合唱
まちかど新情報｢Olu Olu Cafe｣

1047 　 H28 広島大学長　定例記者会見

6/8～6/14
西条税務署管内税務協力団体連絡協議会女性部会が
酒類総合研究所を訪問
大道芸で安芸津の商店街を活性化
市役所北館屋上緑化システムを西条庭園が東広島市へ寄贈
志和町志和堀でホタルまつり
広島アセアンフェスティバル2016
国際ソロプチミスト東広島　チャリティーコンサート



放送回 放送日 内容
1048 　 H28 ひがしひろしま音楽祭　酒蔵アンサンブルカフェ

6/15～6/21 就職ガイダンスinひがしひろしま
白市交流会館開館
磯松中学校環境ボランティア活動
トップス広島　陸上競技の技術向上スクール
東広島市公式観光アプリ「酒都なび」
竹林寺本堂で28年ぶりに屋根の葺き替え

1049    H28 八本松小学校　新校舎落成式
6/22～6/28 八本松小学校区住民自治協議会　避難所開設運営訓練

薬物乱用防止ヤング街頭キャンペーン
ハワイの中学生が志和町を訪問
川上小学校　特大ケーキ作りに挑戦！
志和町でネコがタヌキを出産？！

1050    H28 御建神社に防犯カメラを設置　6月28日運用開始
6/29～7/5 JTサンダーズ　バレーボール教室

ロボカップジュニア体験会
アンテナショップまちなか商店「心のふるさとマーケット」
「みんなで考える街づくり」の集い
木谷小学校　ふるさとの島で自然観察
高屋中学校　地域住民と会食会

1051 　H28 広島大学長　定例記者会見
7/6～7/12 証明書のコンビニ交付サービスが開始！

広島大学とコベルコ建機　包括的研究協力の協定締結式
七夕キャンドルナイト
JICA研修員　スポーツでお国自慢
街頭清掃ネットワーク　夢拾い６周年
安芸津の段々畑でじゃがいも掘り
広島大学に期日前投票所開所
訃報　元東広島市長　讃岐照夫さん逝去

1052 　H28 御建神社　祇園まつり
7/13～7/19 30年以上続く封筒の寄贈　東広島ウエストライオンズクラブ

西条まちゼミ
西条農業高校畜産科出前講座「日本型食生活と健康」
ゆかたまつり
第31回現代絵本作家原画展

1053 　H28
国際司法裁判所判事　小和田恒さん
広島大学名誉博士称号授与式

7/20～7/26 東広島市　津森毅教育長インタビュー
バングラデシュ　テロ事件犠牲者追悼集会
豊栄小学校児童がオオサンショウウオの観察
東広島市内郵便局長杯ソフトバレーボール大会
川上サマーフェスタ

1054 　H28 東広島市消防職員研究発表会

7/27～8/2
モバイル型ロボット電話「ロボホン」
活用策を考えるワークショップ

少林寺流舘心館　全国空手道選手権大会
万年青大学　三世代間交流会
高美が丘夏祭り
ジュニアバレーボールクラブ上黒瀬ＪＶＣが全国大会出場
イスラム教徒の留学生　お好み焼きで異文化交流
道の駅　湖畔の里福富「おにみっけ」

1055 　Ｈ28 広島大学長　定例記者会見
8/3～8/9 東広島花火大会

西条税務署秋山署長インタビュー
東広島学校給食センター施設開放イベント
河内町椋梨川でリバーサイドフェスティバル
親と子の体験歴史村
西条駅前ワイワイはしご酒



放送回 放送日 内容
1056 　Ｈ28 全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会

8/10～8/16 地域おこし協力隊員　委嘱式
西条プラザ　43年の歴史に幕
アコースティック・コンサート　県央から夏2016
どまんなか豊栄ヘソまつり
小学生が酒造り、杜氏の仕事について学ぶ
みやじま国際パワートライアスロン出場「八光運送チーム」

1057 　H28 中国地方わかもの会議
8/17～8/23 広島中央サイエンスパーク施設公開

河内町小田　戦没者・満州開拓団物故者並びに大安慰追悼式
東広島地区少年剣道錬成大会
酒蔵通り子どもガイドデビュー
上戸野音頭　夏祭りの夕べで披露
東広島市観光特命大使「のん太」ゆるキャラグランプリ出場

1058  H28 半尾川活性化プロジェクト立ち上げに向けたワークショップ
8/24～8/30 くらら歌舞伎体験ワークショップ

磯松中学校　トイレ掃除に学ぶ会
西条盆踊りの夕べ
木谷の夏の風物詩　アカテガ二の産卵
まちかど新情報「N-studio」
「酒蔵通りヒストリアガーデン」完成間近

1059  H28 東広島市総合防災訓練
8/31～9/6 戦没者追悼式並びに平和祈念式典

東広島いじめゼロ！子どもサミット
酒造関係施設が有形文化財に登録
CPカップ少年サッカー大会
河内町竹林寺本堂保存修理見学会
志和堀地区で県道にサルビアのプランターの設置と
小学生の交通安全キャンペーン
乃美地域センターで児童見守り活動

1060 　H28 広島大学長　定例記者会見
9/7～9/13 豊栄中学校・賀茂北高校　合同体育大会

郷田地区敬老会
広島交響楽団の音楽鑑賞教室
芝生で遊ぼう！ゴルフ場でレクリエーション
東広島鷲羽杯軟式野球大会

1061 　H28 広島大学と前川製作所　包括的研究協力の協定書締結式
9/14～9/20 西志和防災会自主防災全体訓練

久芳小学校で大学生がデジタルコンテンツを披露
DOSAスポーツ能力測定会inひがしひろしま
県内初！JA産直市でフードバンクがスタート
まちかど新情報「キッズプラザひがしひろしま」

1062 　H28 道の駅湖畔の里福富　８周年記念イベント
9/21～9/27 留学生がお国自慢　清武地域センター

福富中学校総合的学習「調和福富2016」
寺西小学校　新しいグラウンドで初めての運動会
JAまごころ会館黒瀬　落成式

1063  H28 広島大学長定例記者会見
9/28～10/4 東広島市子ども相撲大会

世界まるごと体験デー
未来博士3分間コンペティション2016
JTが西条酒造協会にラッピングスタンド灰皿を寄贈
はてなワールド

1064 　H28 地域見守り活動に関する協定締結式
10/5～10/11 アクアフェスタin福富

地域を学ぶ「東広島学」
吟詠と吟誦　両国共通の文化で日中交流
半尾川再生まちづくり倶楽部設立式
西条小学校PTC「酒蔵通りツアー」
八本松町原におもしろいかかし現る



放送回 放送日 内容
1065 　H28 2016酒まつり総集編

10/12～10/18
1066 　H28 初期消火競技大会

10/19～10/25 河内福祉ふれあいまつり
広島大学馬場でキッズ乗馬教室
河内町小田営農収穫まつり
高屋中学校生徒がいじめ撲滅ビデオを制作

1067 　H28 東広島市と民間企業　災害時の協力協定を締結

10/26～11/1
広島大学大学院生物圏科学研究科と株式会社あじかんが
包括的研究協定を締結
100歳になった市民に東広島市長が褒状を贈呈
板城小学校　盲導犬で福祉授業
三ツ城古墳　光の宴
東広島市美術展　前期展

1068 　H28 東広島商工会議所　臨時議員総会
11/2～11/8 広島大学長定例記者会見

ハッピーハロウィンランひろしま2016in東広島
八本松中学校創立50周年記念式典
東西条小学校第40回創立記念学習発表会
平成28年防犯ボランティア交流会
ファームふくろう　秋の収穫祭
西条柿の干し柿づくり

1069 　H28 消防・防災フェア
11/9～11/15 集落をみんなで守る鳥獣対策勉強会

広島大学大学祭
秋の叙勲受章者インタビュー
まちかど新情報「乗馬クラブクレイン東広島」

1070 　H28 中国中学校駅伝
11/16～11/22 生涯学習フェスティバル

全日本自動車産業労働組合　福祉カンパ車両寄贈式
東広島くらしの実体験バスツアー
秋の叙勲受章者インタビュー
納税表彰式

1071 　H28 こども未来フェスタ
11/23～11/29 JA広島中央　農業祭2016

火とグルメの祭典　あきつフェスティバル
東広島市間税会女性部会　税の紙芝居を保育園へ寄贈
嘉登屋記念事業団　小学校に学校図書を寄贈
平成28年度出土文化財企画展
小学生の税に関する絵葉書コンクール作品展示

項目は最新のものを随時追加いたします。

【リクエスト方法】
ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメールでご応募ください。

■ハガキの場合
〒７３９-８６９１　安芸西条郵便局私書箱７号〒７３９-８６９１　安芸西条郵便局私書箱７号〒７３９-８６９１　安芸西条郵便局私書箱７号〒７３９-８６９１　安芸西条郵便局私書箱７号
　東広島ケーブルメディア　ＫＡＭＯＮたいむスペシャル係　東広島ケーブルメディア　ＫＡＭＯＮたいむスペシャル係　東広島ケーブルメディア　ＫＡＭＯＮたいむスペシャル係　東広島ケーブルメディア　ＫＡＭＯＮたいむスペシャル係

■FAX■FAX■FAX■FAXの場合　０８２-４２４－５５３３０８２-４２４－５５３３０８２-４２４－５５３３０８２-４２４－５５３３まで。
■Ｅメール■Ｅメール■Ｅメール■Ｅメールの場合　eigyo@kamon.ne.jpです。
■締め切り　１２月７日（水）必着
リクエストを頂いた方の中から抽選でプレゼントをお贈りします。
たくさんのリクエストをお待ちしています。

住所、氏名、年齢、電話番号、リクエスト内容、リクエストした理由、番組へのご意見・ご感想、よく視聴するチャン
ネルを書いて、東広島ケーブルメディアまでお送り下さい。


