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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。まだまだ暑い９月！今月も
食欲増進スタミナグルメと冷ッ
と爽やか清涼スイーツで、残暑
をのりきる情報をお届けします。
　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
●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

　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！　９月のこまるは、ヒノト
ントンZOOから、新しくやってきたアメリカ
ビーバーをご紹介します。先住民むぎはチャ
ルちゃんと仲良くなれるのか、搬送当日の様
子も密着しました。そして、煙突から御岳山、
ヒノトントンZOO、横田基地を探してみよ
う！　羽村の西多摩衛生組合にある、大きな
煙突。階段を登り、そこからどんな景色が見
られるのか。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

　９月のラララ♪で行こう！は「奥多摩百尋ノ滝」です。残暑厳しい季節
を爽快に!ということで、再び百尋の滝を目指します。百尋の滝は奥多摩
を代表する名瀑で川苔山登山コースの途中にあり、高さ30mから落ちる
雄大な清流は、四季折々、どの風景も見応えがあります。歩行距離は約
7kmです。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！

2020年版ラララ♪で行こう!
『青梅線ウォーキング2　御岳～青梅』
●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

　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、
瑞穂町にたくさんある動物のモニュメ
ントを巡る自転車旅です。町内を巡り
ながら瑞穂の歴史を学んじゃいましょ
う。お楽しみに！

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

2021年版ちゃりっ娘マヤの冒険
『リモート自転車旅（西多摩のお祭り
特集）』
●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）

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）

　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
で活躍するアーティストを紹介していきます。今回は青梅市西分町でアトリエ「Bo New Art 
Studio」を主宰する古屋崇久
さんをご紹介します。2014
年に明星大学造形学部を卒
業した古屋さんは青梅市を
拠点に全国各地の芸術祭で
作品を出品しています。そ
の土地の人々とコミュニケー
ションをとりながらインスタ
レーション作品を生み出す古
屋さん。番組では古屋さんの
こだわりを探っていきます。
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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

　青梅から世界を目指すジュニアゴルファー
の稲葉輝海（るきあ）君（青梅三小４年）は５歳
からゴルフを始め、キャディーを務める母親
の靖子さんと二人三脚で数々の大会で優勝。
7月にはアメリカで開催の「IMGA世界ジュニ
アゴルフ選手権」に日本代表として初出場し、
110人中18位タイという好成績を収めまし
た。今回は久邇カントリークラブから、賞金
王・今平周吾選手を育てた大宮英二ティーチ
ングプロとの練習ラウンドに、レポーターの
佐野真彩が密着します。「たった４年で世界
ジュニアに出場？私も習いたい！」とゴルフ
が大好きな松尾雄治氏も大注目！

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
●10/1・2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。政子
の縁談はいかに…8月にお届けした新・平家物
語の続きと、秋の夜長に読みたい童話をお届
けします。
■①「新・平家物語」吉川英治　〈19日～25日〉
■②「少年と秋の日」「月とあざらし」小川未明
　〈26日～10/2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

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』。
■宮崎・高千穂　神に捧ぐ技
　天孫降臨の地として知られるなど、多く
の神話が息づく宮崎県高千穂町。毎年11
月から2月には、五穀豊穣を願って夜通し
神楽を舞う「高千穂の夜神楽」が行われる。
その神楽に欠かせない「神楽面」を作る工藤
父子。父に憧れ、弟子入りして10年を迎え
た息子は今何を思うのか。神楽面の魅力と
共にその思いに迫る。〈ケーブルメディアワ
イワイ〉

●12～16日 午前10:30/午後11:00
●17・18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。
■入船亭扇辰「幾代餅」『扇辰日和　入船亭
扇辰独演会』～落語界をけん引する人気者！
落ち着いた雰囲気、端正な口調、繊細な演
技力で本寸法の魅力をたっぷり伝える！
■三遊亭白鳥「スーパー寿限無」／三遊亭円
丈「遥かなるたぬきうどん」
■三笑亭可龍「蛙茶番」「城木屋」～落語界の
氷川きよし！柔らかな語り口と艶で魅了
■旭堂南慶「夫婦相撲」、旭堂南照「大名花
屋」『旭堂一門会　此花千鳥亭』より～これが
上方の講談だ！　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。
■富山・黒部 黒部峡谷に響く春の足音
　雪解け水や動物の声…春先、至る所から
聞こえる“はじまりの音”。自然が長い年月
をかけて刻み込んだ黒部峡谷と日本屈指の
山岳地帯を走る黒部峡谷トロッコ電車に目
を向けながら、様々な場所から聞こえてく
る「音」に着目し、峡谷の美しい春を伝える。
〈ケーブルテレビ富山〉

●12～16日 午後4:30/深夜5:00
●17・18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!
■女声合唱 コールせせらぎコンサート
　（2022年7月9日  プリモホールゆとろぎ 大ホール　収録）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《6.8.10.11日》
■UME LOCK FESTIVAL ザ・のどじまん
　（2022年7月10日  ネッツたまぐーセンターホール　収録）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《13.15.17.18日》
■BLUE BEE LIVE
　（2022年7月24日  ネッツたまぐーセンターホール　収録
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《20.22.24.25日》
■地域情報誌「街プレ」創刊10周年記念 SDGsアワード西多摩2022
　（2022年7月16日  福生市民会館小ホール　収録）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《27.29.10/1.2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!
■青梅市社会人サッカーリーグ③  メイデン vs 大和ウエストーレ
　（6月19日　青梅市民球技場 収録） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《5.7.9.11日》
■青梅市社会人サッカーリーグ④  VANANA vs 青梅クラブ
　（6月19日　青梅市民球技場 収録） ・・・・・・・・・・・・・・・《12.14.16.18日》
■東京都第８支部中学校サッカー選手権大会①  羽村ニ中 vs 泉中 
　（6月26日　東海大菅生中グラウンド 収録） ・・・・・・《19.21.23.25日》
■東京都第８支部中学校サッカー選手権大会②  東海大菅生 vs あ
きる野東中
　（6月26日　東海大菅生中グラウンド 収録） ・・・《26.28.30.10/2日》
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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

【プロが解決】困ったな～… 
ママ・パパの子育てのお悩み！
　市内の保育園で働く保育士の方々に、
育児でのいろいろなお悩みの解決法を教
えてもらう「【プロが解決】困ったな～… マ
マ・パパの子育てのお悩み！」のコーナーが
スタートします。保育のプロに子育ての
悩みを解決してもらっちゃいましょう！

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）

■TUNDER CAPRICORN　山羊座のもとに
［1949年/117分］
監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：イングリッド・バーグマン、ジョセフ・コッ
トン

《放送日:1.5.9.13.17.21.25.29日》
■SUSPICION　断崖　［1941年/100分］
監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：ジョージ・フォンティン、ケイリー・グ
ラント
アカデミー賞（第14回）《受賞》主演女優賞 
ジョージ・フォンティン 

《放送日:2.6.10.14.18.22.26.30日》

■THE SECRET AGENT　間謀最後の日 
［1936年/87分］
監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：ジョン・ギールグッド、パーシー・マー
モント

《放送日:3.7.11.15.19.23.27日》
■YOUNG AND INNOCENT　第３逃亡者  
［1937年/83分］
監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：デリック・デ・マーニィ、ノヴァ・ピル
ブーム

《放送日:4.8.12.16.20.24.28日》

　あの名作アニメを英語で楽しみましょう。
■5日 今夜のメニューは？／バニーは都

会っ子　他
■12日 赤頭巾ウサギに気をつけろ／夢は音

楽家　他
■19日 泣くなペンギン／オペラ座の夜　他
■26日 ホップ・ステップ・ザップン／セビリ

アのラビット理髪師　他

英語でバッグス・バニー
ショー
●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。
■5日 #23　暴力の連鎖　ファシズムの嵐

（1930-1932 ②）
■12日 #24　暴力の連鎖　ファシズムの嵐

（1930-1932 ③）
■19日 #25　崩壊　国際連盟の破綻

（1933-1935 ①）
■26日 #26　崩壊　国際連盟の破綻

（1933-1935 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 他

TCNなつかしの名作映画劇場
特集「ヒッチコック・マジック／サスペンスの奥義」～日本語吹替え版～
●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！
■12日～ #15 プレジデントカントリー倶楽部

山陽 レッスン編②、#16 プレジデン
トカントリー倶楽部山陽 レッスン編③

■26日～ #17 プレジデントカントリー倶楽部
山陽 レッスン編④、#18 プレジデン
トカントリー倶楽部山陽 レッスン編⑤

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

■第25回俳句甲子園全国大会
　俳句の都「俳都 松山」の夏を盛り上げ、今回
で25回目を迎える高校生たちによる熱き17
文字の俳句バトル「俳句甲子園」。番組では8
月21日に行われた熱き決勝戦の模様を中心
にお送りします。〈愛媛CATV（愛媛県松山市）〉

Cチャンネル
●24日　午後1：00

THE SECRET AGENT　間謀最後の日 YOUNG AND INNOCENT　第３逃亡者
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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

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

2022.9 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・市議会

地上111ch11 TCN11

・TCN交通情報 ・TCN何でも3分間PR
・TDN Presents・市議会
・第８回JPAF杯パラアーチェリートーナメント大会

TCN10地上101ch10

・チャンネル700

TCN10地上102ch10

ＴＣＮコミュニティ
チャンネル１０２ｃｈ

令和4年度 全日本少年少女
武道錬成大会（合気道・弓道）
●2.9.16.23.30日 午後4:00　他

●毎日午前10：00

TDN Presents

■１日～15日　「キラリ☆ニイガタウン」
　新潟の魅力を発信する地域活性化ガールズ
集団“リリー＆マリーズ”のメンバーが新潟市の
おススメスポットやグルメを紹介！今回は新潟
市内で異国の雰囲気が感じられるお店を探し
に街を散策します!!（NCV新潟センター　制作）
■16日～30日　「ユネスコエコパーク紀行」
　2017年に登録された祖母・傾・大崩ユネスコ
エコパーク。宮崎県と大分県の2県6市町等で
構成されています。この番組では、そんな世界
に誇る雄大な自然を案内人と一緒に巡って行
きます。今回は、森の持つ機能を活用した「森
林セラピー」を紹介します。（ケーブルメディア
ワイワイ　制作）

　埼玉県障害者交流センターで開催される
「第8回JPAF杯パラアーチェリートーナメント
大会 」を生中継！国内トップクラスのパラアー
チャーが参戦するトーナメント大会。プレッ
シャーに打ち勝ち、遠く離れた的を極限の集
中力で射抜く!!

第８回JPAF杯
パラアーチェリー
トーナメント大会 生中継
●11日　午後0:30～4:30

　TCNでは今月、青梅市・羽村市・福生市の各市で開催が予定されている市議会（定例会）本会議の
模様を生中継でお届けします。

■青梅市議会　令和4年9月定例議会
9月6日（火） 議案審議、一般質問等 111ch
9月7日（水） 一般質問 111ch
9月8日（木） 一般質問 111ch
9月16日（金） 委員会審査報告等 101ch
9月29日（木） 委員会審査報告等 101ch
■令和4年第4回　羽村市議会定例会
9月6日（火） 市長所信表明 議案付託 一般質問 101ch
9月7日（水） 一般質問 101ch

9月8日（木） 一般質問 101ch
9月13日（火） 議案等審議 101ch
9月30日（金） 委員長報告  議案等審議 101ch
■福生市議会　令和4年第3回定例会
8月30日（火） 市政に関する一般質問 111ch
8月31日（水） 市政に関する一般質問 111ch
9月1日（木） 市政に関する一般質問 111ch
9月2日（金） 議案付託 111ch
9月27日（火） 委員会審査報告 111ch

青梅市・羽村市・福生市『市議会中継』
●午前10：00 ～午後5：00

　日本武道館の夏の恒例行事「全日本少年
少女武道錬成大会」。ひたむきに錬成に励
む子供たちの姿をインタビューを交えな
がらお送りします。

番組制作　ジャパンケーブルキャスト


