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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。12月はお待ちかね
のクリスマス情報をはじめ、今年最
後の31日の放送ではお正月の楽し
み方をバッチリお届けします。開運
情報てんこもり！ どうぞお楽しみ
に！ 24日～30日までは「おさらい
マルかじり」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

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）

　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。今回は青梅市在住の
シンガーソングライター松井まさみちさんをご紹介します。松井さんは
仲間ともに、アコースティックバンド三叉路（さんさろ）を結成。2006
年にNHK「熱唱オンエアバトル」第二回チャンピオン大会において優勝
し、メジャーデビュー曲となった「もっともっと」はNHK「爆笑オンエア
バトル」のエンディングテーマとして採用されました。松井さんは2011
年にソロ活動を開始。現在は音楽活動の傍ら羽村市内に音楽プロダク
ションを設立し新人歌手の指導と育成にあたっています。番組では松
井さんの音楽にかける情熱を探っていきます。

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！ 12月のこまるは、横田基地から
ハロウィン特集！ 基地の広報部に呼ばれたもりお部長となっちゃん
は、想像を超えた本場
のハロウィンを体験！ 
そしてヒノトントン
ZOOからは、クジャ
ク舎のクラウドファン
ディング情報をお届
け！ 新しい舎への想
いを羽村市の職員さ
んに伺いました。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

　12月のラララ♪で行こう！は「初日の出スポット」。青梅の森から青
梅丘陵ハイキングコースの展望台を巡ります。歩行距離は約10キロ。
皆さんも事前にビュースポットを下見してみてはいかがですか。案内役
はあきる野市出身の演歌歌手
三田りょうとアシスタント山
ガール門池舞です。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!
『青梅七福神めぐり』
●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

　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
回は日の出町の大久野地区で開催さ
れている「大久野イルミネーション」の
会場に自転車で向かいます。このイベ
ントは2005年に発足した大久野を明
るくする会によって開催されています。
冬の寒さの中、暖かな光を放つイルミ
ネーションは幻想的で癒しを与える存
在です。もちろん、撮影スポットとし
てもおすすめです！ 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
『第54回 青梅産業観光まつり  後編』
●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）
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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

　今回は病気やけがで腕や脚を失った
人がプレーする「アンプティサッカー」
をご紹介します。福生市在住の高橋良
和さん（43歳）は2016年に交通事故で
左足を切断、リハビリを兼ねてアンプ
ティサッカーを始めました。いまでは
日本代表選手に選ばれ、今年トルコで
開催されたワールドカップに出場。な
んとドイツ、コロンビア、メキシコに
勝利し、グループステージを１位通過
しました。レポーターの佐野真彩はク
ラブチームの練習に参加しアンプティサッカーを体験します。「ドイツ、コロンビア、メキシコ
に勝ったの？大ニュースだよ」と松尾雄治氏もビックリ！

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・1/1日 午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00（日なし）/11:30/深夜2:00

　TCNキャスター陣がお届けする朗読。大河
ドラマもいよいよ大詰め、8月から連続でお届
けしてきた新・平家物語も今回がラスト。クリ
スマスの物語と共にお楽しみください！
■①「もみの木」アンデルセン 〈19日～25日〉
■②「新・平家物語」吉川英治 〈26日～1/1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

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』。
■栃木・野木　青い空に伸びる黄色のひま
わり
　栃木県の南の玄関口、野木町。町の人々
の誇りでもあるひまわりにスポットを当て、
野木の一大イベント、約30万本のひまわり
が迎える「ひまわりフェスティバル」の美しい
ひまわり畑など、「小さくてもキラリと光る
町・野木」の魅力を紹介する。〈テレビ小山放
送〉

　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。
■柳家権太楼「猫の災難」～柳家権太楼独演
会より
■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!
■橘家文蔵「文七元結」～独演会 文蔵プレミ
アム
■三遊亭王楽「読書の時間」「佐々木政談」～
三遊亭王楽のにぎわい道場より
■金原亭馬治「柳田格之進」～第6回馬治丹
精会《碁敵は憎さも憎し懐かししより》　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。
■愛知・豊橋　その心意気　手筒花火
　直径10cm長さ80cmほどの孟宗竹に縄を
巻き、火薬を詰めて吹き上げる東三河地方
伝統の手筒花火。地元の花火衆が自ら作っ
た筒を抱えながら揚げる姿は勇壮で、火柱
は10数mにも及ぶ。年間4千人以上が揚げ
るという手筒花
火発祥の地、豊
橋の迫力ある映
像を披露する。
〈豊橋ケーブル
ネットワーク〉

●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!
■第二十回 千衛里会 日本舞踊勉強会　～その2～
　（5月29日　福生市民会館大ホール　収録） ・・・・・・・・・《6.8.10.11日》
■青梅児童合唱団 第44回定期演奏会　-創立45周年-
　（9月18日　福生市民会館大ホール　収録） ・・・・・・《13.15.17.18日》
■福生青年会議所 45周年事業 STREET BEAT JUNGLE
　（10月1日　福生市民会館大ホール　収録） ・・・《20.22.24.25日》　
■女声コーラス 灯唱会 66周年記念演奏会
　（10月2日　ネッツたまぐーセンター多目的ホール　収録）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《27.29.31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!
■東京都第8ブロック中学校サッカー新人大会 決勝リーグ①
   羽村二中 対 青梅二中
　（11月5日　東海大菅生中グラウンド　収録） ・・・・・・・・・《5.7.9.11日》
■東京都第8ブロック中学校サッカー新人大会 決勝リーグ②
　東海大菅生中 対 秋多中
　（11月5日　東海大菅生中グラウンド　収録） ・・・・《12.14.16.18日》
■第20回 多摩シニアオープンオノフカップ　前編
　（11月15日　青梅ゴルフ倶楽部　収録） ・・・・・・・・・・《19.21.23.25日》
■第20回 多摩シニアオープンオノフカップ　後編
　（11月15日　青梅ゴルフ倶楽部　収録） ・・・・・・・・・《26.28.30.1/1日》

●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
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■CHAMPION　チャンピオン　[1949年
/99分]
監督：マーク・ロブソン
出演：カーク・ダグラス、ルース・ローマン
《放送日:1.5.9.13.17.21.25.29日》
■SHANGHAI EXPRESS　上海特急　
[1932年/82分]
監督：ジョセフ・フォン・スタンバーグ
出演：マレーネ・ディートリッヒ、アンナ・メイ・
ウォン
アカデミー賞（1931～1932年)《受賞》撮影
賞
《放送日:2.6.10.14.18.22.26.30日》
■NINOTCHKA  ニノチカ 　[1939年
/111分]
監督：エルンスト・ルビッチ
出演：グレタ・ガルボ、メルビン・ダグラス

《放送日:3.7.11.15.19.23.27.31日》
■ANNA KARENINA  アンナ・カレニナ  
[1948年/112分]
監督：ジュリアン・デュヴィヴィエ
出演：ヴィヴィアン・リー、ラルフ・リチャード
ソン
《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

オリンピック競技種目体験教室「ブレイクダンスを体験しよう」
　10月29日、羽村市スポーツセンターでStudio Laboのプロダンサー講師によるブレイクダ
ンス体験教室が行われました。ブレイクダンスは2024
年パリオリンピックの追加種目として正式決定され、今
注目のスポーツです。当日はたくさんの子どもたちが、
ブレイクダンスの基本の技を教わりました。和気あいあ
いとした雰囲気でみんな楽しみながら、講師の動きに合
わせて一生懸命踊っていました。ぜひ、ご覧ください。

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）

　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。その記録は伝聞や書物主
体のものから、動画として出来事は記録され、
先人からの教訓として今に残されています。
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 #36　決別　真珠湾への道（1940-

1941 ③）
■12日 #37　連合国 対 枢軸国　第二次世

界大戦（1942-1943 ①）
■19日 #38　連合国 対 枢軸国　第二次世

界大戦（1942-1943 ②）
■26日 #39　連合国 対 枢軸国　第二次世

界大戦（1942-1943 ③）

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

特集「躍動する若き日の大御所スター」
～ジ・オリジン／日本語字幕版～
●毎日　午後0：30/深夜3：00（日なし）

■第50回 飯能まつり
　飯能まつりは、豪華な11台の山車の練り歩
きが呼び物で、例年11月初旬の土曜・日曜の
2日間開催される。クライマックスは「引き合
わせ」。勢ぞろいした山車が一列に並び、合図
とともに一斉にお囃子を打ち鳴らす。その中
で登場するのが「外道」の舞い。鬼のような面
を付けて舞う舞いは、人間の醜悪さ、人の道
を外れた者の報いを表現しているといわれる
一方、見物客の厄払いにつながるなどとされ
ている。さらには、この舞い、飯能地域独特
ともいわれている。各町趣向を凝らした踊り
の名手、お囃子の達人たちの腕の見せ所。舞
台下で一糸乱れず舞い振られる扇子の動きに
も大注目！〈飯能日高テレビ（埼玉県飯能市）〉

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 二人でスキー／ごちそうを手に入れ

ろ　他
■12日 誰が誰を料理するのか／赤ちゃん

ペッカー　他
■19日 ペッカーのハト時計／ペッカーの巨

人退治　他
■26日 アンディのプレゼント／ペッカーゴ

ルフへ行く　他

英語でウッド・ペッカー
●月曜日更新　午前11：00/午後2：30 他

　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！
■5日～ #27 くだまつパブリックゴルフ ラ

ウンド編①、
  #28 ラウンド編②
■19日～ #29 くだまつパブリックゴルフ ラ

ウンド編③、
  #30 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

CHAMPION　チャンピオン

　オレオレ詐欺や還付金詐欺
に騙される人がいまだ後を絶
ちません。落語を見ながら詐
欺の最新の手口とその対策を
学びましょう。 出演：桂三若

中高年の生活を守る！安全・安心 落語
●30日　午後5:30/6:00/8:00/8:45　他



14 ̶ ̶TCN TCN̶  ̶15

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

00

30

30

00

30

00

30

05

30

05

00

30

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

2022.12 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 ・視覚障害者柔道「IBSA 
Judo 東京国際オープントーナメント大会」
生中継・市議会

TCN10地上101ch10

・チャンネル700

TCN10地上102ch10

●毎日午前10：00

TDN Presents

■1日～15日　男鹿市立釣竿学園 爆釣ク
ラブ 2022シーズン＃6

　東北最大級の釣り人気スポット＆漁場であ
る秋田県男鹿市を舞台にした釣り情報バラエ
ティコンテンツ！今回は男鹿の観光を代表す
る遊覧透視船を満喫しながら、ティップランエ
ギングを楽しみます！」（秋田ケーブルテレビ　
制作）
■16日～31日　「津田麻莉奈のまり活‼」
　東京ベイネットワークのコミュニティチャン
ネル【Channel Bay】で、番組ナビゲーターを務
める“まりなる”こと津田麻莉奈さん。この番組
では、まりなるが地域で気になる「活動」を取り
上げ徹底調査します。今回のテーマは「生活」。
無印良品 東京有明さんを訪ねます。（東京ベイ
ネットワーク　制作）

●11日　時間未定

視覚障害者柔道「IBSA 
Judo 東京国際オープン
トーナメント大会」生中継   

　日本で初めて開催されるIBSA公認大会。国
際クラス分けが行われ、世界ランキングポイン
トが付与される。世界各国の強豪が出場予定。

101ch

FOR GOOD BAIT
～自分らしい人生の終い方～
（第48回日本ケーブルテレビ大賞番組アワード
　グランプリ）
●3.10.17.24日　午後7:00
　ジャズ喫茶のマスター、神谷年幸さんの
最期まで店に立ち続ける姿にカメラを向
けた。自分らしい人生の過ごし方、そして
終い方とは何か？

ＴＣＮコミュニティ
チャンネル１０２ｃｈ

制作 キャッチネットワーク

　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12月定例議会
12月2日（金） 議案審議、一般質問等 101ch
12月5日（月） 一般質問　 101ch
12月6日（火） 一般質問 111ch
12月16日（金） 議案審査報告等 101ch
■令和4年第5回　羽村市議会定例会
12月6日（火） 市長所信表明、議案等審議、
 一般質問 101ch
12月7日（水） 一般質問 101ch

12月8日（木） 一般質問 101ch
12月9日（金） 議案等審議 101ch
12月21日（水） 委員長報告  議案等審議 101ch
■福生市議会　令和4年第4回定例会
11月29日（火） 市政に関する一般質問 111ch
11月30日（水） 市政に関する一般質問 111ch
12月1日（木） 市政に関する一般質問 111ch
12月2日（金） 議案上程　 111ch
12月16日（金） 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


