Community Channel

055ch コミュニティチャンネル
青梅大祭セレクション

てんこもり情報局「西多摩マルかじり」

●3日 午前10:30 〜午後5:00『令和元年 青梅大祭』
●4日 午前11:00 〜午後5:00『平成26年 青梅大祭』
●5日 午前11:00 〜午後5:00『平成22年 青梅大祭』

●毎週土曜更新 午前7：00/9：30/11：30/午後3：00/7：30/9：30/
深夜0：00/1：30

残念ながら今年も中止になってしまった青梅大祭。来年こそはお祭り
を楽しみましょう。GWを自宅で過ごす方、見逃した方は必見です。

平成22年 青梅大祭

令和元年 青梅大祭

山歩き、街歩き、森歩き、
三田りょうのラララ♪で
行こう！
●23 〜 27日 午前10:00/午後0:00/3:30/
8:15/10:15/深夜0:45
●28・29日 午前10:00/午後0:00/3:30/
6:00（日なし）/8:00/11:30/
深夜2:00

5月のラララ♪で行こう！は、幻の軽便鉄
道を歩くです。かつて大正から昭和にかけ
て、羽村の堰から武蔵村山までトロッコが
走っていました。今は廃線となり、その跡地
はウォーキングやサイクリングなどで利用さ
れています。案内役はあきる野市出身の実力
派演歌歌手三田りょうと山ガール川上綾香で
す。さぁどんな歌がラララ〜♪と飛び出すか、
どうぞお楽しみに！

てんこもり情報局
「西多摩マルかじり」
は噂の店、遊びスポット、グル
メ、文化など、西多摩の生活情報、旬の話題を分かりやすくご紹介す
る情報番組です。新緑シーズン真っ盛り！やっぱりキャンプやBBQ楽し
みたいですよね。マルかじりのソロキャンプ部も再始動しますよ。また、
新たなお買い物スポットもお届けします。
番組では
「写めっちゃHappyメール」
を大募集しています。携帯やス
マホで撮影した何気
お問合せはこちらです。
ない 日 常 の 一 コマ、 番組へのご応募、
ちょっぴりHappyを
もらえる瞬間の画像
にメッセージを添え
てお送りください。

ちゃりっ娘マヤの冒険
●16〜20日 午前10：15/午後0：15/3：45/
8：30/10：30/深夜1：00
●21・22日 午前10：15/午後0：15/3：45/
6：15（日なし）/8：15/11：45/
深夜2：15

レース・クイーン・オブ・ザ・イヤーに輝き伝説の
レースクイーンの異名を持つ ちゃりっ娘マヤ こ
と佐野真彩が西多摩各地を自転車で冒険しま
す。今回は新緑の檜原村をめぐる自転車旅です。
武蔵五日市駅をスタートし檜原村を目指します。
若葉の森林浴で心も体もリフレッシュ！お楽し
みに！

〒198 0024 青梅市新町7 4 3
多摩ケーブルネットワーク 西多摩マルかじり係
【eメール】marukajiri@ t-net.ne.jp
【FAX】0428 32 1327

地域情報番組
「スタジオ21 TODAY」
●月〜金 初回放送 午後5：30 他

『その日の出来事をその日のうちにお届け』を
コンセプトに、月〜金曜日まで毎日更新で放送
しているTCNコミュニティチャンネルの看板
ニュース番組です。
■WEEKLY EXPRESS
初回放送 土 午前7：30 他
視聴時間がないという方も、この番組を見れ
ば西多摩の1週間がまとめてわかります。

2021年版ちゃりっ娘マヤの冒険
『奥多摩の巨樹巡り』
●2 〜6日 午後11:15/深夜5:15 他
●7・ 8日 午前10:45/午後4:45/6:45（日なし）/
8:45/深夜5:15（日なし）

2019年版ラララ♪で行こう!
『青梅丘陵を登る』
●2 〜6日 午前10:00/午後8:15/10:15/
深夜0:45 他
●7・8日 午前10:00/午後0:00/3:30/
6:00（日なし）
/8:00/深夜2:00

ザ・朗読アワー
●月〜金 午前10:30/午後4:30/11:00/深夜5:00
●土・日 午前10:30/午後4:30/6:30（日なし）/
8:30/深夜5:00（日なし）

TCNキャスター陣がお届けする朗読。明日
がどうなるかすら分からない世の中。人は家
族の存在によって、強くも優しくもなれるの
かもしれません。家族の絆が感じられる二作
品をお届けします。
■①
「葉桜と魔笛」
太宰治／ 23日〜29日
■②
「小さき者へ」
有島武郎 〈30日〜6/5日〉
TCNキャスター／飯村美樹、大平原也、川端
裕美、佐藤芳洋、隆 麻衣子、箸本のぞみ
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マルかじり出張所
こまる発信基地

西多摩アーティスト列伝
〜アーカイブズ〜

●16〜20日 午前10：00/午後0：00/3：30/8：15/
10：15/深夜0：45
●21・22日 午前10：00/午後0：00/3：30/
6：00（日なし）/8：00/11：30/深夜2：00

●2 〜 6日 午後11:00/深夜5:00 他
●7・8日 午前10:30/午後4:30/6:30（日なし）/
8:30/深夜5:00（日なし）

もりお部長となっちゃんが、御岳山、ヒノ
トントンZOO、横田基地の様々な秘密を体当
たりで大調査！5月のこまるは、御岳山から
日の出祭りの模様をお届け！毎年5月7日の
夜から8日にかけて行われる日の出祭り。山
伏たちの入峰の儀式がその始まりといわれて
います。今年の日の出祭りは一体どのように
行われるのでしょうか。そして、ヒノトントン
ZOOからはレッサーパンダをご紹介。北海道
からやって来たレッサーパンダの女の子リー
リーちゃん。性格や好きな食べ物など、その
可愛さにせまります！どうぞお楽しみに！

この番組は西多摩地域を拠点に活動する
美術家や音楽家、舞踊家など様々なジャンル
のアーティストを紹介しています。今回は青
梅市在住の美術家、橋本俊宣
（はしもと と
しのぶ）
さんをご紹介。橋本さんは1948年、
北海道生まれ。家の裏は釧路湿原で夏の草
木や昆虫、川の生き物たちと触れ合ってきま
した。青梅市に移住してからも身の回りの自
然や昆虫などをモチーフにした作品を制作し
ています。画材に岩絵具と珈琲を使って制作
される作品は独特の世界観を持ちます。番組
では橋本さんの作品制作に対するこだわりを
探っていきます。

青梅・福生・羽村の地域情報満載！
（自主制作番組ほか）

松尾雄治のスポーツ大好き！
ウチの子No.1！
●30 〜 6/3日
●6/4・6/5日

午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00/
11:30/深夜2:00

今回は青梅市に新しく誕生した少年少女軟式野球チーム
「ロイヤルクラ
ウン」
（千葉龍生代表）
を紹介します。チーム名には
「いつか全国大会に出
場し、栄冠
（クラウン）
をつかむ」
という熱い思いが込められています。
「ほ
とんどの団員は野球を始めたばかりで、中にはまだルールを知らない子も
いますよ」
という千葉代表も野球経験がありません。指導するのは高校・
大学野球で活躍した佐々山史成監督を中心
とした若いスタッフで、
「野球の楽しさを教え
る」
というのがこのチームの指導方針です。
「小
学生のうちは楽しくなくちゃ長続きしないか
らね。厳しい練習は中学、高校からでいいと
思うよ」
と松尾雄治氏も指導方針に大賛成！

けーぶるにっぽん
彩・JAPAN
●9 〜 13日

午前10:00/午後0:00/3:30/
8:15/10:15/深夜0:45
●14・15日 午前10:00/午後0:00/3:30/
6:00（日なし）/8:00/11:30/
深夜2:00

地域に根ざすケーブルテレビ局が集結し、
地域を愛し応援しその情報を発信する番組
シリーズがこの『けーぶるにっぽん』。
■長崎・雲仙

命の水場 鳥たちの雲仙

長崎の雲仙は噴火により、鳥たちの水場が
なくなってしまった。登山道の途中に、そん
な野鳥たちのために人工的に作られた小さな
水場がある。そこに現れるのは色とりどりの
鳥たち。ここは、多くの生き物たちが使う「命
の水場」。鳥たちと水場をとりまく四季の風
景を、水場の手入れをする人とともに描く。
長崎ケーブルメディア放送

Community

Channel

特別番組「ドキュメンタリー〜つなぐ〜」
●16 〜 20日
●21・22日

午前10:30/午後11:00
午前10:30/午後6:30（日なし）

●16 〜 20日
●21・22日

午後4:30/深夜5:00
午後4:30/8:30/深夜5:00（日なし）

■つなぐ#1
連続テレビ小説のタイトルワークなどを手掛けてきたアート
ディレクター・森本千絵。
「人との出会い」
を提案する彼女が、宮城
県石巻で携わってきたことや、想像する未来について触れていく。

■つなぐ#2
地域でおこなってきた取り組み
やその想いを紹介する特別番組第
2弾。トップクリエイターの森本
千絵と小林武史が、宮城県石巻
で携わってきたことや、今後のビ
ジョンについて語る。

第46回全日本クラブ野球
選手権大会
東京都予選 西多摩倶楽部戦
●7・8日 午後10:00

社会人クラブ野球チームである西多摩倶楽
部の試合をお届けします。
対 全調布硬式野球倶楽部（4月2日 あきる
野市民球場）
対 警視庁野球部（4月10日 府中市民球場）

TCN Culture Hall

寄席チャンネル《落語》
●毎日 午前8：00

寄席チャンネルより落語ファンに向けた
寄席噺をお届けします。
■古今亭菊之丞「子別れ」
『 祝・噺家生活30
周年 古今亭菊之丞独演会』〜大名人・五代
目志ん生の落語を師匠を介して受け継ぐ唯
一無二の存在に！中学で落語家を志した少
年が噺家生活三十周年の集大成を独演会で
魅せる！
■桂幸丸「幸丸流円谷幸吉物語」
「野ざらし」
〜桂幸丸独演会
■三遊亭遊馬
「居残り佐平次」〜三遊亭遊馬
独演会
■三笑亭茶楽「たち切り」
「 芝浜」〜池袋演芸
場10月中席より 他

スポーツなんでも
実況！杉村
●午後6：10（月･水･金）/午後10：10（日）

●午後6：10（火･木･日）/午後10：10（土）

西多摩で行われたスポーツイベントを、TCN
スポーツアナ･杉村信一が熱〜い実況でお届け!
西多摩で行われた演奏会・講演会・演劇などの、ステージイベントをお届けします!
■たまぐーで青梅大祭
「蔭祭
（かげまつり）
」
■羽村市少年軟式野球春季大会②
特別講演②「江戸の祭りと青梅の祭り」
講師 齋藤愼一 氏
（4月2日 武蔵野公園 収録予定）
（2021年11月24日 ネッツたまぐーセンター 収録）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《3.5.8日》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《2.4.6日》
■羽村市少年軟式野球春季大会③
■美しい多摩川フォーラム主催
（4月2日 武蔵野公園 収録）
第13回 美しき桜心の物語の語り会
（2022年3月26日 青梅市吉川英治記念館・母屋 収録）・・・・・・・・・・・・《10.12.14.15日》
■一般社団法人 多摩楽友協会主催あれから11年 チャリティー命の音コンサート
「鎮魂・祈念」
（2022年3月11日 アルテピアノ ビンテージルーム
（あきる野市） 収録）《17.19.21.22日》
■福生市立福生第二中学校吹奏楽部 SPRING CONCERT2022
（2022年3月27日 福生市民会館もくせいホール 収録）・・・・・・・・・・・《24.26.28.29日》
■青梅市立第三小学校金管バンド部 第12回定期演奏会春風スウィングコンサート
（2022年3月27日 青梅市立第三小学校体育館 収録）・・・・・・・・・・・・・・・《31.6/2.4.5日》

《9.11.13.15日》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■2019社会人野球西多摩倶楽部戦ダイジェ
スト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《16.18.20.22日》
■青梅市少年軟式野球連盟春季大会準決勝①
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《23.25.27.29日》
■青梅市少年軟式野球連盟春季大会準決勝②
《30.6/1.3.5日》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『TCN Culture Hall』
と
『スポーツなんでも実況！杉村』
の各番組は、
上記記載の放送の翌週に056chでリピート放送を行っています！あわせてご覧下さい。
《TCN Culture Hall》
午前10：30/午後3：30/9：30 《スポーツなんでも実況！杉村》
午前9：00/午後2：00/8：00
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お問合せ／多摩ケーブルネットワーク

TEL：0428（32）1351 〒198-0024 青梅市新町7-4-3
http：//www.t-net.ne.jp

TCNなつかしの名作映画劇場
「燦然と輝く伝説のアカデミー賞作品」特集
●毎日

壮観劇場
●9 〜13日 午前10:30/午後4:30/11:00/深夜5:00
●14・15日 午前10:30/午後4:30/6:30（日なし）/
8:30/深夜5:00（日なし）

午後0：30/深夜3：00（日なし）

■Gone with the Wind 風と共に去りぬ
第一部 ［1939年/98分］
監督：ヴィクター・フレミング
出演：ヴィヴィアン・リー、
クラーク・ゲーブル
《放送日:1.6.11.16.21.26.31日》
■Gone with the Wind 風と共に去りぬ
第二部 ［1939年/115分］
《放送日:2.7.12.17.22.27日》

激動の20世紀
The memory of
20th Century
●月曜日更新 午前9:15/午後5:15/9:15

■YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU 我
が家の楽園 ［1938年/119分］
監督・製作：フランク・キャプラ
出演 ：ジェームズ・スチュワート、
エドワード・
アーノルド
《放送日:3.8.13.18.23.28日》
■A PLACE IN THE SUN 陽のあたる場
所 ［1951年/120分］
監督：ジョージ・スティーヴンス
出演：モンゴメリー・クリフト、
エリザベス・テ
イラー
《放送日:4.9.14.19.24.29日》
■Casablanca カ サ ブ ラ ン カ ［1942年
/103分］
監督：マイケル・カーティス
出演：ハンフリー・ボガート、
イングリッド・バー
グマン
《放送日:5.10.15.20.25.30日》

川崎漁業組合
●月〜金 午前6：45/午後5：45/11：45/深夜2：45 他

19世紀末から20世紀は、各国の文化が激
しく交錯し合う、まさに
「地域の歴史」
から
「世
界の歴史」への大きな変遷を見せた転換期…
まさに激動の時代。本作では、語られること
のなかった小さな物語や知られざる画期的な

プロ野 球・
ヤクルトス
ワローズな
ど で 活 躍し、
1998年には

発明、その誕生秘話などにも触れていきます。
■2日 #05 兆 候 世 界 大 戦 へ の 序 曲
（1900-1904 ②）
■9日 #06 兆 候 世 界 大 戦 へ の 序 曲
（1900-1904 ③）
■16日 #07 宿命 World War （1905I
1913 ①）
■23日 #08 宿命 World War （1905I
1913 ②）
■30日 #09 宿命 World War （1905I
1913 ③）

最多勝利投
手 として 沢
村賞にも輝いた川崎憲次郎が、地元大分県
佐伯市で釣竿片手にあらゆる釣りの醍醐味

テレビはむら
●毎日

雲海と天空の山城

備 中 の 小 京 都 と 呼 ばれる 岡 山 県 高 梁 市 。
備中松山城は、天守が現存する日本唯一の
山 城 だ。貴 重 な 史 跡 が 残 る「天 空 の 山 城」の
天守を目指す。 吉備ケーブルテレビ

Cチャンネル
●28日

午後1：00

■さきたま火祭り 2021
毎年5月4日に開催されているさきたま火祭
り。2020年は新型コロナウイルス感染症の
影響により中止となりました。2021年は今
後の継続、地域の発展、厄災終息を願い、県
営さきたま古墳公園から前玉神社へと会場を
変更。規模も大幅に縮小して、告知等はせず、
祭事行事のみを関係者だけで実施しました。
番組では実行委員長や準備風景などを交えて
お伝えしまします。 行田ケーブルテレビ

●月曜日更新 午前11：00/午後2：30 他

あの名作アニメを英語で楽しみましょう。
■2日 花火はすごいぞ／復讐もほどほどに／
玉つきゲームは楽しいね／人造ネコ
■9日

パーティ荒し／バラ色の人生／ジェ
リーと金魚／お家はバラバラ
■16日 ごきげんないとこ／トムさんと悪友
／南の島／捨てネズミ
■23日 勝利は我に／ショックで直せ／ふん
だりけったり／トム氏の優雅な生活
■30日 ブルおじさん／トム君空を飛ぶ／お
しゃべり子ガモ／可愛い子猫と思っ
たら

「テレビはむら」
は、
羽村市の広報番組です。今月は次の番組を放送します。

午前9：00/午後5：00/午後9：00（毎月1・15日更新） ※番組内容は変更となる場合があります。

いいとこ、はむら。
羽村市の魅力あふれる場所を、美し
い映像でお届けする
「いいとこ、はむ
ら。
」
今回は春の羽村の風物詩、満開の
桜を堪能できちゃいます♪
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オス内藤、前園真聖、高橋尚子

■岡山・高梁

英語でトムとジェリー

を紹介！人気シリーズの第3弾！
■2日〜 ＃57 アマダイ狙ってイトヨリ大漁
＃58 新春スペシャル ゲスト：ギャ
■16日〜 ＃59 家邊さんとアジング
＃60 コウイカ釣り
■30日〜 ＃61 アマダイ釣り

日本各地の壮観な景色を高品質でお送り
する「壮観劇場」。視聴者を見たことのない風
景美、映像美の世界に誘います。

「テレビはむら」
の過去の放送を
YouTubeでご覧いただけます！
「羽村市公式動画チャンネル」で検索
してください。
テレビはむらでは、皆さんからの情報提供をお待ち
しています。
羽村市秘書広聴課までご連絡ください。
☎ 042-555-1111（内線505）

Community Channel

10ch TCN10&TCN11（第2コミュニティチャンネル）

地デジ

第10回日本アンプティサッカー選手権大会2021

TCN制作・放送の地デジ2チャンネル

10 地上101ch

TCN10

・TCN交通情報 ・TCN何でも3分間PR
・TDN Presents ・第10回日本アンプティサッ
カー選手権大会2021

10 地上102ch

TCN10

・チャンネル700

11 地上111ch

TCN11

・いんふぉめーしょんあわー ・QVC
・SHOP CHANNEL

●7・8日 午後8:00

アンプティサッカーとは、上肢または下肢に
切断障がいを持ったプレーヤーによるサッカー
です。アメリカ軍負傷兵のリハビリの一環とし
て採用されたことから普及が進んでいます。日
本国内では2010年に普及活動が開始され、現
在では各地に11のクラブチーム約90人の選手
達が活動しています。性別、年齢を問わない
この競技は、クラッチと呼ばれる杖を使い、時
にアクロバティックなプレーで観客を魅了しま
す。国内最高峰の試合をお楽しみください。
画像提供：日本アンプティサッカー協会

2022.5 簡易番組編成表
ＴＣＮコミュニティ
チャンネル１０２ｃｈ

TDN Presents
●毎日午前10：00

■1日〜15日 野 外 クラシックコンサート
「Tokyo Music Evening Yube」
東 京 、豊 島 区 の 池 袋 西 口 公 園 野 外 劇 場
「GLOBAL RING THEATER」
で行われた
「NHK
交響楽団のメンバーによる弦楽五重奏」
のコン
サートの模様をお届けします。
（豊島ケーブル
ネットワーク 制作）
■16日〜31日 いっくん散歩
青森ケーブルテレビのキャスター伊藤一郎
が、ぶらりと青森の街角を歩く。今回はソー
シャルディスタンス散歩。普段の市民とのふれ
合いは我慢、今回は県内の海岸を散歩します。
（青森ケーブルテレビ 制作）

チャンネル700とは… ケーブルテレビ専用・総
合エンタテイメントチャンネル！全国のケーブル
テレビが制作した地域密着番組はもちろん、ロケッ
ト打ち上げやお祭り中継も配信！

第45回 日本古武道演武大会 前編

●1.8.22.29日 午前9:00

2022年2月に日本武道館で
「第45回 日本古武
道演武大会」
が開催されました。この大会の出場
した各流派の演武の模様を2回に分けて放送し
ます。
©JapanCableCast Inc.

オートバックス全日本カート選手権
OKクラス2021 ダイジェスト
●7.21.28日 午後4:00 他

宮崎県北・大分県南にまたがる地域は、
2017
年にユネスコエコパークに認定。雄大な自然と
魅力を現地の案内人とともに紹介します。
©JAPAN KART

TCN10・101ch

HD

TCN10・102ch

HD

TCN11・111ch
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TCN11・112ch
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前4

5
6
7
8
9
10
11
後0
1

前4

西多摩の鉄道運行情報＆
道路通行情報
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TDN Presents◇30 いんふぉめーしょんあわー
TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー

TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー

ケーブルテレビ専用・
総合エンタテイメント
チャンネル！
全国のケーブルテレビが
制作した地域密着番組は
もちろん、ロケット打ち
上げやお祭り中継も配信！

24時間365日生放送！
QVCは、
世界最大級のテレビ
ショッピング
専門チャンネルです。

リモコン操作方法

番組表から選択

テレビはむら
（土曜日のみ）◇30 いんふぉめーしょんあわー
TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー
◇55 スタジオ２１TODAY
西多摩マルかじり◇35 いんふぉめーしょんあわー
TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー
テレビはむら
（土曜日のみ）
◇30 いんふぉめーしょん
あわー◇55 スタジオ２１TODAY

05

西多摩マルかじり◇35 いんふぉめーしょんあわー

30

TCNなんでも3分間PR◇48 いんふぉめーしょんあわー

55

スタジオ21TODAY

05

西多摩情報 ＆ TCN最新情報

テレビはむら
（土曜日のみ）
いんふぉめーしょんあわー

西多摩マルかじり◇35 いんふぉめーしょんあわー

QVC

いんふぉめーしょんあわー

TCN交通情報

102chを選局し
「決定」

QVC

読売デジタル
ニュース

1
2
3
4
5
6

ショップチャンネル

地デジ10chを選局

5
6
7
8
9
10
11
後0

7
8
9

チャンネル矢印の
上ボタンを押す
24時間365日生放送！
QVCは、
世界最大級のテレビ
ショッピング
専門チャンネルです。

24時間365日、
生放送でお楽しみい
ただける
ショッピング専門チャンネル。

読売デジタルニュース
いんふぉめーしょんあわー

QVC

10
11
深0

1
2
3
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