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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

　『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。7月は近場で夏を
快適に過ごせるスポットをご紹介します。旅
行やお出かけなど遠くに足を延ばす機会が
増えてきていると思いますが、人混みをさけ
たいという方もたくさんいらっしゃるんじゃ
ないでしょうか。ちょっと視点を変えれば、
西多摩でも十分楽しめますよ。
　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

マルかじり出張所 こまる発信基地
●11～15日 午前10：00/午後0：00/3：30/8：15/10：15/深夜0：45
●16・17日 午前10：00/午後0：00/3：30/6：00（日なし）/8：00/11：30/深夜2：00

　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！ ７月の
こまるは、現在放送中の大河ドラマで
も人気を集めている、畠山重忠を大特
集！ 御嶽神社には、畠山重忠の像が
あるって知っていましたか？ さらに宝
物殿には、重忠が奉納したとされる鎧
（国宝指定）も展示されています。そし
て、西多摩に伝わるゆかりの地で、2人
が見たものとは？ 畠山重忠と御嶽神
社の繋がり。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！
●18～22日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●23・24日 午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00/11:30/深夜2:00

　7月のラララ♪で行こう！は、
「秋川渓谷、湯の里を歩く」です。
瀬音の湯の近くにある十里木を
スタートとゴールとし、川のほと
りを散策します。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！

2021年版ラララ♪で行こう!
『多摩川橋めぐりPART3』
●4～8日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●9・10日 午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00/11:30/深夜2:00

　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
奥多摩町の川井駅をスタートし
奥多摩駅を目指します。初夏
の奥多摩の魅力を自転車目線
でお届けします。お楽しみに！

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

2021年版
ちゃりっ娘マヤの冒険
『奥多摩の巨樹巡り』
●4～8日 午前10:45/午後
4:45/11:15/深夜5:15

●9・10日 午前10:45/午後
4:45/6:45（日なし）/8:45

　/深夜5:15（日なし）

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

　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。今回は羽村市在
住の指物師、五十嵐
誠さんをご紹介します。京都伝統工芸専門学校（現、京都伝統工芸大
学）で指物を学んだ五十嵐さん。2000年に工房今昔堂（こんじゃくど
う）を設立し2016年に羽村市に移住してきました。番組では五十嵐さ
んの作品にかける想いを探っていきます。
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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

『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

　羽村市は江戸時代から剣道が盛んな土地柄で、今回は大正11年創立、今年100周年を迎え
た「羽村剣道玉心会」（阿部義幸会長）を紹介します。会員は中学生から最高齢83歳まで約100
名。「勇・仁・智」の精神で稽古に励む剣士を相手に、レ
ポーターの佐野真彩が「メーン！ドー！コテー！」と気
合を入れて打ち込みます。注目は80歳を超える３人
のレジェンド剣士！「80を過ぎても現役？ 若さの秘訣
を聞きたいね」と興味津々の松尾雄治氏の楽しいトー
クにもご期待ください。

松尾雄治のスポーツ大好き！ ウチの子No.1！
●25～29日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●30・31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キャスター陣がお届けする朗読。今年
7月、没後100年となる文豪・森鴎外の代表作
｢舞姫｣をお届けします。古文の響きと共に作
品の世界をお楽しみください。
■①「舞姫・前半」森鴎外   〈18日～24日〉
■②「舞姫・後半」森鴎外 　〈25日～31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、南 友香

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）

　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』。
■ 三重・伊勢志摩　さくらものがたり～伊勢
志摩の春
　伊勢神宮をはじめ多くの観光客が訪れる
伊勢志摩は、桜の名所としても知られる。
その中で、全国で唯一ここだけにしか咲かな
い桜「横輪桜」は、伊勢の山間の集落に美しい
色彩と大輪の花が可憐に咲き誇る。近年多
くの人々をひきつけている横輪桜と、伊勢市
横輪町の里山の暮らしや豊かな自然の姿に
迫る。〈ZTV>

●11～15日 午前10:30/午後11:00
●16・17日 午前10:30/午後6:30（日なし）

けーぶるにっぽん　
彩・JAPAN

　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。
■桂文治「善光寺の由来」入船亭扇治「たが
や」『新宿末廣亭余一会昼の部　文治・扇治
二人会』～名門寄席の大人気二人会をお届
け！芸協を代表する古典派の実力者と図書
館司書の資格を持つ達人が魅せる！
■立川談慶「幽女買い」「井戸の茶碗」～国立
演芸場独演会
■三遊亭圓馬「河豚鍋」「高砂や」～酔っぱら
いを演じたらピカイチ！チャーミングな高座
に酔いしれろ！
■昔昔亭桃之助～真打昇進披露親子会『生ま
れも育ちも、江東区。』より　昔昔亭桃太郎
「お見合い中」、桃之助「妾馬」　他

寄席チャンネル《落語》
●毎日　午前8：00

　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。
■千葉・成田　深夜の成田国際空港
　海外81都市82路線が乗り入れる成田国際
空港。広大な滑走路で深夜に行われる任務
がある。機体洗浄、そして離着陸や地上走行
を支援する航空灯火14600灯の点検だ。さ
らに最新テクノロジーを搭載した航空機の点
検整備を取材。空の安全を守る舞台裏に密
着する。〈広域高速ネット二九六〉

●11～15日 午後4:30/深夜5:00
●16・17日 午後4:30/8:30/深夜5:00（日なし）

壮観劇場

　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!
■音楽の贈りもの チャリティコンサートVol.19 希望の架け橋
　（2022年6月  羽村市ゆとろぎ小ホール　収録） ・・・・・《5.7.9.10日》
■第二十二回 東流をどりの会　前編
　（2022年6月  羽村市ゆとろぎ大ホール　収録予定） ・・《12.14.16.17日》
■第二十二回 東流をどりの会　後編
　（2022年6月  羽村市ゆとろぎ大ホール　収録予定） 《19.21.23.24日》
■名曲の贈りもの　第12回国立音楽大学オーケストラ演奏会
　（2022年5月  羽村市ゆとろぎ大ホール　収録） ・・《26.28.30.31日》

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

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!
■東京都社会人サッカーリーグ　青梅FC 対 プログレッソ東京
　（5月15日　S&Dフィールド福生 収録） ・・・・・・・・・・・・・・《4.6.8.10日》
■青梅市新体操連盟　「第21回レインボーカップ」
　（5月29日　住友金属鉱山アリーナ青梅　収録） ・・・・《11.13.15.17日》
■サッカー青梅市社会人リーグ①　青梅信用金庫 対 リシード
　（6月12日　青梅市民球技場　収録予定） ・・・・・・・・《18.20.22.24日》
■サッカー青梅市社会人リーグ②　グリーンサム 対 大和ウエストーレ
　（6月12日　青梅市民球技場　収録予定） ・・・・・・・・《25.27.29.31日》
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■THE LITTLE PRINCESS　小公女　[1939年/93分]
監督：ウォルター・ラング
出演：シャーリー・テンプル、リチャード・グリーン

《放送日:1.5.9.13.17.21.25.29日》
■THE WIZARD OF OZ　オズの魔法使　[1939年/102
分]
監督：ヴィクター・フレミング
出演：ジュディ・ガーランド、バート・ラー
《放送日:2.6.10.14.18.22.26.30日》
■THE CRIMSON PIRATE　真紅の盗賊 　[1952年
/105分]
監督：ロバート・シオドマク
出演：バート・ランカスター、ニック・クラヴァット

《放送日:3.7.11.15.19.23.27.31日》
■VIVA ZAPATA!　革命児サパタ  [1952年/114分]
監督：エリア・カザン
出演：マーロン・ブランド、ジーン・ピータース

《放送日:4.8.12.16.20.24.28日》

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

第16回　羽村市美術・工芸展
　毎年、羽村市文化協会が主催する
「羽村市美術・工芸展」の様子をお送り
します。3年ぶりの開催ということも
あり、絵画や写真、陶芸など、出展し
た方々の想いがこもった力作の数々が
展示されました。

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　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。

「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。羽村市秘書広報課までご連絡ください。 
☎ 042-555-1111（内線505）

　あの名作アニメを英語で楽しみましょう。
■4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
■11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
■18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

■25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

英語でトゥイーティー
&シルベスター
●月曜日更新　午前11：00/午後2：30 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
発明、その誕生秘話などにも触れていきます。
■4日 #14　欧州迷走／ソビエト連邦の誕

生（1920-1923 ②）
■11日 #15　欧州迷走／ソビエト連邦の誕

生（1920-1923 ③）
■18日 #16　超大国ＵＳＡの覚醒（1924-

1926 ①）
■25日 #17　超大国ＵＳＡの覚醒（1924-

1926 ②）

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

TCNなつかしの名作映画劇場特集
「冒険&ファンタジー」～ジ・オリジン／日本語字幕版～
●毎日　午後0：30/深夜3：00（日なし）

　プロゴルファー・田中秀道と俳優・タレントの
加藤ローサがお送りするゴルフ番組。秀道プ
ロのわかりやすく丁寧なゴルフレッスンで、俳
優2人はどこまで成長できるのか!?視聴者ゴル
ファーにも役立つヒントが満載のゴルフ番組！
■4日～ #5 くだまつパブリックゴルフ ラウ

ンド編①、#6 くだまつパブリックゴ
ルフ ラウンド編②

■18日～ #7 くだまつパブリックゴルフ ラウン
ド編③、#8 くだまつパブリックゴルフ 
ラウンド編④

ゴルフをモッと
好きになロー！
●月～金　午前6:45/午後5:45/11:45/深夜2:45 他

■秋田竿燈まつり2021～今だからこそ知る
竿燈の素晴らしき世界～
　秋田竿燈まつりの起源や町名の由来、竿燈
妙技会の歴史や熱戦の舞台となった会場の変
遷などを紹介します。〈秋田ケーブルテレビ〉

Cチャンネル
●30日　午後1：00

「小公女」

「オズの魔法使」

「真紅の盗賊」

「革命児サパタ」
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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

2022.7 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
・MUSIC ON! TV（エムオン!）presents   
  テレビ最速放送! METROCK 2022
・夏の高校野球 ～ＴＣＮ地元高校を録画中継～

TCN10地上101ch10

・チャンネル700

TCN10地上102ch10

●毎日午前10：00

TDN Presents

■TDN Presents 特別編
地域の魅力再発見　全国ケーブルテレビ局 
地元の人がオススメ　観光・グルメ情報
　7月のTDNPresentsは、全国各地のケーブル
テレビ局"イチ推し"の観光情報をお届け！ 番組
をご覧いただいて是非アフターコロナのお出か
けのご参考にしてください。※毎月、1日と15日更新

　大阪と東京で5月に開催される都市
型野外ロックフェス「TOKYO・OSAKA 
METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022」略
して「METROCK 2022」。日本のロックシー
ンを牽引するアーティストが集結するこの
フェスの模様をテレビ最速放送!
※ジャニーズWEST、My Hair is Bad、マキシマ
ム ザ ホルモン、Vaundy、サカナクションの放送
はございません。
※大阪 SUNSHINE ARCHでのライブ映像の放
送はございません。

MUSIC ON! TV（エムオン！）presents
テレビ最速放送! METROCK 2022
●3.10.17.24日 午後8:00～9:30

※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。

　昨年、2年ぶりに開催された「全国高等
学校野球選手権大会」。東・西東京大会は、
初の東京ドームでの決勝戦となりました。
３年ぶりに聖地・神宮に戻る今年の決勝
戦にはどの高校が進むのか。今年も１回
戦から西東京大会のスリーボンドスタジ
アム八王子で行われる試合の模様を放
送。さらに神宮球場で行われる準々決勝、
準決勝もお届けします。

ケーブルテレビ夏の高校野球 西東京大会 生中継
●10日（1回戦）～29日（準決勝） スリーボンドスタジアム八王子・神宮球場
　【3試合開催日】午前9:00～ （最大延長～後5:30）
　【2試合開催日】午前10:00～ （最大延長～後5:30）

111ch

夏の高校野球　
～TCN地元高校を録画中継～　

　TCNでは、西東京大会に出場する青梅線沿
線の地元高校の試合を中心に、録画中継でお
届け！
※放送日時は試合状況により異なります。最新
の放送内容は弊社ホームページをご確認くださ
い。

101ch

瞬間
多摩ケーブル
　　　だから見られる

がある！

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

10日～29日
午前9：00～午後5：30（最大）
ケーブルテレビ夏の高校野球　
西東京大会　生中継

（上記期間以外は『いんふぉめーしょんあわー』）

ＴＣＮコミュニティ
チャンネル１０２ｃｈ

極旅～ゴクッタビ～
初海外編！マルタスペシャル！
●2.9.16.23.30日　午後3:00　他
　JCCオリジナルの旅番組「極旅」。舞台
は地中海の島国「マルタ共和国」。中野 
暁（JCC）が、番組初の「海外リポート」に
挑戦します！


