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コミュニティチャンネル
C o m m u n i t y  C h a n n e l

055ch

TCNキャスター陣がお届けする朗読。夏休み！
じっくり時間の取れる今だからこそ、もう一度
読みたい名作を朗読で。
名作は冒頭から、おもしろいんです。

■ ①「こころ」夏目漱石　他　〈19日～25日〉
■ ②「変身」フランツ・カフカ/原田義人 訳　
他　〈26日～8/1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

朗読 「名作」
●午前10：30/午後11：00
●午前10：30/午後6：30（日なし）/8：30

　任期満了に伴う東京都議
会議員選挙、青梅･西多摩選
挙区の開票速報を、大勢が
判明するまで、選挙事務所や
開票所からの生中継を交え
て、いち早くお届けします。
司会：川端裕美、リポート：飯
村美樹 ほか

2019年版ラララ♪で行こう!　
『小菅村滝めぐり』
●5～9日 午前10：00/午後0：00/3：30/8：15/10：15/深夜0：45
●10・11日 午前10：00/午後0：00/3：30/6：00（日なし）/8：00/11：30/深夜2：00

　ラララ♪で行こう！は西多摩地区のウォーキング・トレッキング
スポットを紹介する番組です。7月は「多摩川橋めぐりPart3」。前回
は青梅の調布橋をスタートとし、下流に向かって羽村の羽村大橋まで
を制覇しました。今回はその続きからいったいどこまで行けるので
しょうか？案内役は地元出身の演歌歌手三田りょうさん。コース途中
の観光名所と共にどんな歌がラララ～♪と飛び出すか。どうぞお楽し
みに！

山歩き、街歩き、森歩き、
三田りょうのラララ♪で行こう！
●19～23日 午前10：00/午後0：00/3：30/8：15/10：15/深夜0：45
●24・25日 午前10：00/午後0：00/3：30/6：00（日なし）/8：00/11：30/深夜2：00

　『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。

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

　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。てんこ局長、まるおディレクター、タマちゃんディ
レクター、新人のマルちゃんディレクターが取材に駆けまわります。
　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ない日常の一コマ、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。

てんこもり情報局「西多摩マルかじり」
●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

番組へのご応募、お問合せはこちらです。
〒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

　もりお部長と
なっちゃんが、
御岳山、羽村市
動物公園、横田
基地の様々な秘
密を体当たりで
大調査！7月のこまるは、皆さん御岳山には“御
岳言葉”なる、御岳ならではの言葉があるって
知っていましたか。今回は、御岳言葉クイズを
なっちゃんに出題。果たしてなっちゃんはどれ
くらい分かるのか。どうぞお楽しみに！

マルかじり出張所 
こまる発信基地
●12～16日 午前10：00/午後0：00/3：30/
 8：15/10：15/深夜0：45
●17・18日 午前10：00/午後0：00/3：30/
 6：00（日なし）/8：00/11：30/

深夜2：00

TCN報道特別番組
東京都議会議員選挙 開票速報
●4日　午後9:30～ 生放送

時を紡ぐ場所～甦る青梅の映画館～
●12～16日 午前10:30/午後4:30/11:00/深夜5:00
●17・18日 午前10:30/午後4:30/6:30（日なし）/8:30/深夜5:00（日なし）

　かつて青梅が織物の街として
栄えていた頃、青梅市内には3
軒もの映画館がありました。こ
うしたバックグラウンドのある
街で、今年の6月4日に新たに
映画館「シネマネコ」がオープン
しました。東京で唯一の木造建
築であり最新の設備を持つミニ
シアターです。この映画館づくりはエンターテインメントを愛し続け
る飲食店店主の思いからはじまりました。それに青梅織物工業協同組
合、地元商店街が賛同し、共同プロジェクトとしてスタート。しかし、
そこにはコロナ禍という大きな壁もあり、順調には進みませんでした。
映画館「シネマネコ」は青梅の歴史を紡いできた場所であり、そしてこ
れからの時を紡いでいく場所でもあります。番組では映画館へ寄せる
地域の人々の想いを探ります。
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青梅・福生・羽村の地域情報満載！（自主制作番組ほか）

C o m m u n i t y   C h a n n e l

『スポーツなんでも実況！杉村』と『TCN Culture Hall』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

　西多摩のスポーツ
大好きな子供たちを
紹介する「松尾雄治
のスポーツ大好き！
ウチの子No.1！」。
未来を担う天才キッ
ズから、プロやオリ
ンピックを目指す
ジュニアまで、元気
な子供たちにスポッ
トを当てます。さらにコーチの指導方法、スゴ技、師弟対決、クイズなど、
お楽しみコーナーも満載！ラグビー界のレジェンド・松尾雄治氏が軽妙
なトークで番組を盛り上げます。

松尾雄治のスポーツ大好き！ 
ウチの子No.1！
●26～30日 午前10：00/午後0：00/3：30/8：15/10：15/ 深夜0：45
●31・8/1日 午前10：00/午後0：00/3：30/6：00（日なし）/8：00/
 11：30/深夜2：00

　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！

第2回エスケイ杯青梅市少年軟式野球大会
（5月29日　青梅市民球技場　収録）
■①ファイヤーホークスvsドラゴンズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・《5.7.9.11日》
■②吹上・小曾木・古里連合vs青梅スピリッツ ・・・・・・・《12.14.16.18日》
■③友田・フォルテ連合vs河辺ジャガーズ ・・・・・・・・・・・《19.21.23.25日》
■④新町ライオンズvs吉野ベースボールクラブ ・・・・・・《26.28.30.8/1日》

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

　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！

■第２回ウェストエンド音楽祭
（2016年6月 秋川キララホール） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《6.8.10.11日》
■第28回いきいきふれあいフェスティバル
（2016年6月 青梅市民会館ホール） ・・・・・・・・・・・・・・・《13.15.17.18日》
■第34回福生市民音楽祭　緑のハーモニー2016
（2016年年6月 福生市民会館大ホール） ・・・・・・・・・・《20.22.24.25日》
■第23回 ふれあい音楽祭
（2016年7月 青梅市民会館ホール） ・・・・・・・・・・・・・・《27.29.31.8/1日》

TCN Culture Hall
●午後6：10（火･木･日）/午後10：10（土）

2020年版ちゃりっ娘マヤの冒険　
『奥多摩湖～奥多摩駅』
●5～9日  午前10：45/午後4：45/11：15/深夜5：15
●10・11日  午前10：45/午後4：45/6：45（日なし）/8：45/深夜5：15（日なし）

　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
回は日向和田駅を出発し、奥多摩町にあ
る３つの巨樹を目指して自転車で冒険
します。豊かな自然が残る奥多摩町に
は、昔から人々に大切に守られてきた巨
樹がたくさんあります。天然記念物にも
指定されている荘厳な姿を見れば、パ
ワーをもらえること間違いありません！

ちゃりっ娘マヤの冒険
●12～16日 午前10：15/午後0：15/3：45/8：30/10：30/深夜1：00
●17・18日 午前10：15/午後0：15/3：45/6：15（日なし）/8：15/11：45/深夜2：15

　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。
●瀧川鯉昇「馬のす／持参金」
ほかの落語家では絶対に味わえない“無敵のおとぼけ”！一度聴いたら
もう病み付き、癖にならずにはい
られない落語で笑顔満開！
●三遊亭金時「愛宕山」四代目金
馬「地見屋」
●三遊亭兼好「熊の皮」「干物箱」
～第25回横浜ひとり会より
●桂歌春「強情灸」「長命(短命)」
～池袋演芸場11月上席後半より

寄席チャンネル《落語》
●毎日　午前8：00～

瀧川鯉昇　©Atoss Broadcasting Ltd.

　豊かな自然が残り創作活動に適した西多摩地域は多くの芸術家を輩
出してきました。この番組では西多摩地域で活動する様々なジャンル
で活躍するアーティストを紹介していきます。今回は青梅市出身のジャ
ズヴァイオリニスト大倉恵さんを紹介します。４歳からヴァイオリンを
始めた大倉さんは桐朋学園大学付属女子高校音楽科在学中にアレキサ
ンダー・シュナイダー率いるアジアユースオーケストラにてソリストデ
ビュー。2015年には第57回グラミー賞でベスト・ラテン・ジャズ・アル
バム部門でノミ
ネート。番組で
は2019年11月
9日に青梅市内
で開催されたコ
ンサートの様子
を交え大倉さ
んの音楽にかけ
る情熱を探っ
ていきます。

西多摩アーティスト列伝 ～アーカイブズ～
●5～9日 午前10：30/午後4：30/11：00/深夜5：00
●10・11日 午前10：30/午後4：30/6：30（日なし）/8：30/深夜5：00（日なし）
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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

羽村市内の
事業者を応援！
食べて、買って、遊んで、羽村を応援！暮
らしに役立つ羽村のグルメ・お店・事業
所をご紹介します！

テレビはむら　「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。
●毎日（毎週木曜日更新）午前9：00/午後5：00/午後9：00　※番組内容は変更となる場合があります。

「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。羽村市広報広聴課までご連絡ください。 
☎ 042-555-1111（内線505）

■さきたま火祭り 2019
　～古代ロマンと神話への誘い～埼玉県名発祥
の地「行田市」で、ゴールデンウィーク中の最大
イベントとして、県営さきたま古墳公園で行わ
れる「さきたま火祭り」は毎年多くの観光客で賑
わいます。番組では、夜のメーンイベント、ニニ
ギノ命・コノハナサクヤ姫が輦台に乗り登場す
る「産屋炎上」、国宝金錯銘鉄剣が出土した稲荷
山古墳からオワケの臣が登場する「御神下降り」
など、さきたま火祭りの見どころをタップリご
紹介します。
〈行田ケーブルテレビ（埼玉県行田市）〉

Cチャンネル
●31日　午後1：00

　あの名作アニメを英語で楽しみましょう。

■5日 お騒がせなお忍び客／ネコたん大騒ぎ
／悪知恵合戦／鳥の取り違え

■12日 犬のいぬ間に／贈り物に舌づつみ／イ
ンチキヒーロー／雪の日の出来事

〈バッグス・バニーショー〉
■19日 イタズラなウサギ／間抜けなハゲタカ

／バッグス・バニーと金鉱掘り／総統
と遭遇

■26日 カメ、ウサギに勝つ／バッグス・バニー
と遺産相続／バニーは大どろぼう

■THE GREAT ZIEGFELD  巨星ジーグ
フェルド 前篇　［1936年/88分］
監督：ロバート・Ｚ・レオナード
出演：ウィリアム・パウエル、ルイーゼ・ライナー
アカデミー賞（9回) 《受賞》作品賞、主演女優賞
（ルイーゼ・ライナー）、ダンス監督賞
 《放送日:1.5.9.13.17.21.25.29日》

■THE GREAT ZIEGFELD  巨星ジーグ
フェルド 後篇　［1936年/90分］

《放送日:2.6.10.14.18.22.26.30日》

■NATIONAL VELVET　緑園の天使 　
［1945年/120分］
監督：クラレンス・ブラウン
出演：エリザベス・テイラー、ミッキー・ルーニー
アカデミー賞（第18回）《受賞》助演女優賞（ア
ン・リヴェール）、編集賞

《放送日:3.7.11.15.19.23.27.31日》

英語でトゥイーティー
&シルベスタ
●月曜日更新　午前11：00/午後2：30 他

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

　プロ野球・
ヤクルトス
ワローズな
どで活躍し、
1998年には
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を紹介！人
気シリーズの第3弾！

■12日～ ＃15 元猿海岸でキス釣り 
  ＃16 鶴見で磯釣り
■26日～ ＃17 船でイカ釣り対決
  ＃18 米水津でアジング

TCNなつかしの名作映画劇場
「アカデミー最優秀賞・受賞作」特集
●毎日　午後0：30/深夜3：00（日なし）

　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』。

■岡山・吹屋　大地が生んだ日本の赤
岡山県の山間に突如として現れる赤い町並み
は、かつて銅山と赤色顔料「ベンガラ」の生産
で栄えた集落「吹屋」。日本をまだ見ぬ外国人
さえも虜にした、古来より日本を彩った「赤」
のルーツを探る。＜吉備ケーブルテレビ＞　
《放送日: 19 ～ 25日》
■三重・菰野　御在所岳の白鉄塔
三重県菰野町、御在所岳の標高943ｍ地点に
建つ御在所ロープウエイの６号支柱、通称「白
鉄塔」。日本一の規模を誇る鉄塔が誕生した背
景や「白い東京タワー」と例えられる所以を、
御在所岳が織りなす風景を交えて紹介する。
〈シー・ティー・ワイ〉 《放送日: 26 ～ 8/1日》

けーぶるにっぽん　
彩・JAPAN
●月～金 午後4：30/深夜5：00
●土・日 午後4：30/深夜5：00（日なし）

■Little Woman　若草物語 　［1949年
/120分］
監督：マーヴィン・ルロイ 
出演：ジューン・アリソン、マーガレット・オ
ブライエン
アカデミー賞（第22回）《受賞》美術（監督）賞、
美術監督・（装置）賞/カラー
 《放送日:4.8.12.16.20.24.28日》

「THE GREAT ZIEGFELD  巨星ジーグフェルド」
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C o m m u n i t y  C h a n n e l

TCN10&TCN11（第2コミュニティチャンネル）地デジ10ch

2021.7 簡易番組編成表

TCN制作・放送の地デジ2チャンネル

・いんふぉめーしょんあわー
・QVC  ・SHOP CHANNEL
・ケーブルテレビ夏の高校野球 西東京大会 生中継

地上111ch11 TCN11

・TCN交通情報  ・TCN何でも3分間PR
・TDN Presents　

TCN10地上101ch10

・チャンネル700

TCN10地上102ch10 　2年ぶりの開催となる 「第103回全国高等学校
野球選手権大会東・西東京大会」。今年の決勝戦
は、神宮球場から舞台を移し東京ドームへ！東京
を東と西に分けて、 甲子園への切符をかけて、約
270校がしのぎを削ります。 今年もスリーボンド
スタジアム八王子で行われる西東京大会の1回戦
から放送。さらに、東京ドームで行われる準決勝・
決勝の模様もお届けします。昨年の独自大会では、
東海大菅生が東西決戦の王者となりましたが、今
年はどのチームが甲子園の舞台に立つのか！？

ケーブルテレビ夏の高校野球 西東京大会 生中継
4日～8月2日 スリーボンドスタジアム八王子・東京ドーム
【3試合開催日】前8:55～ （最大延長～後6:00）
【2試合開催日】前9:55～ （最大延長～後6:00）
※天候などの理由により、試合ならびに放送日程が変更
となる場合があります

55

05

55

05

TCN10・101ch HD TCN10・102ch HD TCN11・111ch HD TCN11・112ch HD
前4

TCN交通情報
西多摩の鉄道運行情報＆
道路通行情報

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！

いんふぉめーしょんあわー
西多摩情報 ＆ TCN最新情報

QVC

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。

前4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10

TDN Presents◇30 いんふぉめーしょんあわー
10

11 11
後0 後0

TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー
1 1 テレビはむら（土曜日のみ）
2  いんふぉめーしょんあわー 2
3 3

TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー4 4
5 テレビはむら（土曜日のみ）◇30 いんふぉめーしょんあわー

QVC

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。

読売デジタル
ニュース

5

6 6TCN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

7 西多摩マルかじり◇35 いんふぉめーしょんあわー ショップチャンネル

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。

7

8 8TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー

9 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 9

10 西多摩マルかじり◇35 いんふぉめーしょんあわー 10
11 11

TCNなんでも3分間PR◇48 いんふぉめーしょんあわー
深0 深0スタジオ21TODAY
1

西多摩マルかじり◇35 いんふぉめーしょんあわー 読売デジタルニュース 1
2 2
3 いんふぉめーしょんあわー QVC 3
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番組表から選択

102chを選局し「決定」

リモコン操作方法

地デジ10chを選局

チャンネル矢印の
上ボタンを押す

【チャンネル700】
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！

ＴＣＮコミュニティチャンネル１０２ｃｈ

●4.11.18.25日　午後6：30　他
　人気急上昇中の「すゑひろがりず」の初冠番組がチャンネル
700でスタート！道の駅やサービスエリアを訪れ、グルメ・特産
品・出会った人など様々な“あっぱれ”を発見しながらその地域の
魅力をお伝えします！

すゑひろがりずのあっぱれふるさと珍道中

●7.14.21.28日　午後4：15
　「観光の祭り」から「地域の人々の祭り」という原点を探り、催行された「静かな祭り」の２
日間をショートドキュメントで紹介します。

静かな春祭り～KAMISHIMO DISTANCE～高山祭の新たなスタイル

　コロナ禍の中でも、創意工夫によって新業態
にチャレンジする飲食店やリモートを活用した
音楽イベントの発表、飲食しやすいマスクの開
発など、ピンチをチャンスに変えて前向きに取
り組む人々をシリーズでご紹介します。TDNグ
ループ12局が、3局ずつ4グループに分かれ、バ
トンで繋ぐスペシャル企画です。
■1日～15日　PART3
NCV福島～多摩テレビ～仙台 制作
■16日～30日　PART4
NCV函館～多摩ケーブル～秋田 制作

●毎日10：00

TDN Presents特別番組
『コロナ禍を乗り越える！
列島リレー！』

制作：飛騨高山ケーブルネットワーク

ⒸJapanCableCast Inc.

111ch


