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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

西多摩アーティスト列伝～アーカイブズ～
●6～10日 午前10:30/午後4:30/11:00/深夜5:00
●11・12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。今回は羽
村市在住の現代美術家　伊藤タダオさんをご紹介します。セラミックを
使ったインスタレーション作品を手掛ける伊藤さんは西多摩地域の自然
を作品の一部にした
作品を制作してい
ます。番組では羽村
市ゆとろぎ（プリモ
ホールゆとろぎ）の
展示室で開催された
個展での作品を紹介
し伊藤さんの作品に
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
●13～17日 午前10：00/午後0：00/3：30/8：15/10：15/深夜0：45
●18・19日 午前10:00/午後0:00/3:30/午後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！ 3月のこまるは、横田基地から
は、横田お仕事図鑑「横田AFN編」。以前からアメリカのミュージック
やカルチャーを発信してきたラジオ放送サービス、AFN。スタジオは
どんな感じ？ その役
割は？ などたっぷりと
ご紹介します！ そし
て、ヒノトントンZOO
からは、こまるお手伝
い企画！ 「池の掃除を
手伝っちゃおう」。魚
たちを捕まえるのは大
変なんです。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！
●20～24日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●25・26日 午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00/11:30/深夜2:00

　3月のラララ♪で行こう！は
「みずほきらめき回路」を紹介し
ます。瑞穂町、羽村市周辺の
文化歴史スポットを巡り、春
の草花を楽しみます。歩行距
離は約4キロです。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!
『三室山』
●6～10日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●11・12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。桃の節句、ひな祭り
を楽しむため羽村市内を自転車で
めぐります。羽村市内の各所で女
の子の健やかな成長を願ってひな
人形が飾れます。華やかな雛飾り
と一緒に写真を撮って気分を上げ
ちゃいましょう！

ちゃりっ娘マヤの冒険
●13～17日 午前10：15/午後0：15/3：45/8：30/10：30/深夜1：00
●18・19日 午前10：15/午後0：15/3：45/6：15（日なし）/8：15/11：45/深夜2：15

2022年版ちゃりっ娘マヤの冒険
『異国文化堪能の自転車旅』
●6～10日 午前10:45/午後4:45/
  11:15/深夜5:15
●11・12日 午前10:45/午後4:45/6:45（日なし）/8:45/深夜5:15（日なし）

　梅の花が見頃となるこの季節、西多摩マルかじりでは吉野梅郷の“梅”を特集！梅まつりやイベ
ントなどをご紹介します。また、街グルメや地
域再発見情報もお届けします。どうぞお楽しみ
に!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

金曜担当　飯村美樹
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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

　今回は、羽村市在住の女子プロボクサー・菊池真琴さん（36）=
石川ボクシングジム立川所属=が登場します。昨年6月、プロ3戦
目で東洋太平洋女子バンタム級チャンピオンになった菊池さんは
「女子プロボクシングの知名度がなく、もっとメジャー競技にした
い」と自分の個性であるレズビアン（女性同性愛者）であることを
公表。「性の多様性」への関心が高まるなか、番組ではLGBTQ+
（性的少数者）についても伺います。レポーターの佐野真彩が3分
間のスパーリングに挑戦! 果たしてパンチは当たるのか？ 「井上
尚弥のように世界で活躍するチャンピオンになって欲しいね」と
松尾雄治氏も大応援！

松尾雄治のスポーツ大好き！ 
ウチの子No.1！
●27～31日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●4/1・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

　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52回福生市民文化祭参加
   喜楽大衆劇団 人情時代劇「番場の忠太郎　二幕」
（11月6日　福生市民会館小ホール　収録） ・・・・・・・・・・・《7.9.11.12日》
■福生吹奏楽団第24回定期演奏会
（12月4日　福生市民会館大ホール　収録） ・・・・・・・・《14.16.18.19日》
■第19回子どもからの人権メッセージ発表会in羽村 ～小学生の部～
（12月3日　プリモホールゆとろぎ小ホール　収録） ・・・《21.23.25.26日》
■第19回子どもからの人権メッセージ発表会in羽村 ～中学生人権
作文発表の部～
（12月3日　プリモホールゆとろぎ小ホール　収録） ・・・《28.30.4/1.2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!
■第40回あおしん杯青梅2FCカップ
（1月7日　青梅第二小学校　収録） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・《6.8.10.12日》
■第33回桝屋グループ杯少年野球大会決勝戦 青梅フォルテvsグ
レートベアー
（1月15日　福東グラウンド　収録） ・・・・・・・・・・・・・・・《13.15.17.19日》
■青梅招待小学生サッカー大会U12 3位決定戦・決勝戦
（2月5日　青梅市霞台小学校　収録） ・・・・・・・・・・・・・《20.22.24.26日》
■青梅招待小学生サッカー大会U10 3位決定戦・決勝戦
（2月26日　青梅市霞台小学校　収録予定） ・・・・・・・《27.29.31.4/2日》

　TCNキャスター陣がお届けする朗読。今月
は江戸時代をテーマにした岡本綺堂の代表作、
半七捕物帳から「狐と僧」。そして、太宰治が考
える恋愛論とは…隠れた名作「チャンス」をお
届けします。
■①「半七捕物帳 狐と僧」岡本綺堂〈20日～26日〉
■②「チャンス」太宰 治〈27日～4/2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）

　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。
■昔昔亭桃太郎「牛ほめ」「結婚相談所」『池袋
演芸場十月中席より』～ご存じ異色の一門・
昔昔亭の押しも押されもしない総帥！誰にも
真似のできない飄々とした芸で子どもからお
じいちゃんおばあちゃんまで大爆笑の渦に！
■柳家権太楼「唐茄子屋政談」～押しも押さ
れもしない寄席の第一人者の至高の高座！
笑って泣いて、円熟の語りが観客を魅了！
■三遊亭とん馬「替わり目」「稽古屋」～池袋
演芸場７月上席より
■瀧川鯉昇「質屋庫（しちやぐら）」～瀧川鯉
昇独演会より　他

寄席チャンネル《落語》
●毎日　午前8：00

　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』。
■三重・伊賀上野　星の雫 伊賀満天星いちご

 「伊賀の満天の星
空の下冬の深々
とした寒さに耐え 
美味しさを増すイ
チゴ」という意味
が込められている

伊賀満天星（いがどうだん）いちご。生産して
いるのは農業を営む北川敏匡さん。伊賀の山
あいで誕生する希少なイチゴができるまでの
道のり、そのイチゴを通して伊賀の魅力を発
信したいという北川さんの想いを伝える。〈伊
賀上野ケーブルテレビ〉

●13～17日 午前10:30/午後11:00
●18・19日 午前10:30/午後6:30（日なし）

けーぶるにっぽん 
彩・JAPAN

　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。
■三重・四日市　wonder！工場夜景都市
　産業都市として日本経済を牽引してきた四
日市市が今、幻想的な景観を堪能できる工場夜
景都市として注目を浴びている。昼間は力強い
威容で、夜は幻想的な輝きで人々を魅了するコ
ンビナート。近年の工場萌えブームで「聖地」と
される地を、夜景を中心に陸・海・空から臨む。
〈シー・ティー・ワイ〉

●13～17日 午後4:30/深夜5:00
●18・19日 午後4:30/8:30/深夜5:00（日なし）

壮観劇場
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■LIFEBOAT　救命艇　［1944年/97分］
監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：タルラ・バンクヘッド、ヒューム・クロー
ニン
・・・・・・・・《放送日:1.5.9.13.17.21.25.29日》
■THE 39 STEPS　三十九夜　［1935年
/83分］
監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：ロバート・ドーナット、マデリーン・キャ
ロル
・・・・・・《放送日:2.6.10.14.18.22.26.30日》
■BLACKMAIL　恐喝（ゆすり） 　［1929年
/85分］
監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：アニー・オンドラ、サラ・オールグット
・・・・・・《放送日:3.7.11.15.19.23.27.31日》

■STRANGERS ON A TRAIN　見知らぬ
乗客  ［1951年/101分］
監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：ファーリー・グレンジャー、ロバート・
ウォーカー
・・・・・・・・・《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

武蔵野小学校 ALTとの
英語授業「ムサシニア」
　武蔵野小学校で、英語しか使えない
架空のまちに行き、そこで課題をクリ
アしていく「ムサシニア」という授業が行
われました。英語教育に力を入れてい
る羽村、その実践的な授業の様子を取
材しました。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）

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「ヒッチコックの映画術」～日本語吹替え版～
●毎日　午後0：30/深夜3：00（日なし）

■イイネ！ みちのくマガジン ⑦⑧
 「地域密着のケーブルテレビが力を合わせれ
ば、より遠くにその魅力を発信できるはず!」
をコンセプトに2021年春スタートの番組。岩
手県と宮城県気仙沼のCATV10局が共同で
制作しています。7回目は、岩手県遠野市の
里山を眺めながらサイクリングやホップ畑の
見学、遠野産のクラフトビールなどを楽し
むツアー「遠野里山ホップサイクリング」をリ
ポーターが体験!岩手・宮城のクラフトビール
もご紹介します。8回目は、宮城県気仙沼の
見どころや美味しいものを、行き当たりばっ
たりで紹介。気仙沼大島などのビュースポッ
トを訪れながら、名物のふかひれや気仙沼ホ
ルモンなどを食します。心も体も、そして胃
袋も掴まれる魅力いっぱいの旅です。〈岩手県
CATV連絡協議会〉

Cチャンネル
●25日　午後1：00

■6日 ミイラの呪いをあばけ！／シンデレ
ラ物語　他

■13日 ジャングル軍事基地を叩け／船乗り
シンドバッド

■20日 奇跡の地底都市／ポパイの大統領選
挙　他

■27日 暗黒組織を壊滅させろ／ポパイの商
売仇　他

英語でスーパーマン &
Popeye/ポパイ
●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！
■13日～ #41 チャリティーゴルフコンペ②  
  #42 チャリティーゴルフコンペ③
■27日～ #43 チャリティーゴルフコンペ④  
  #44 チャリティーゴルフコンペ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

　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。
■6日 #49  朝鮮戦争勃発　巨星スターリ

ン墜つ（1951-1953 ①）
■13日 #50  朝鮮戦争勃発　巨星スターリ

ン墜つ（1951-1953 ②）
■20日 #51  朝鮮戦争勃発　巨星スターリ

ン墜つ（1951-1953 ③）
■27日 #52  分 裂　 深 ま る 東 西 の 溝

（1954-1956 ①）
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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

2023.3 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

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　仙台、ひと、まちの中へ「仙ぶ
ら」

 「仙ぶら」はここ「仙台」の人と人、人と町のつ
ながりを紹介します。平昌冬季五輪でフリー
スタイルスキーの男子モーグルに出場した遠
藤尚選手（忍建設＝名取市）が、スポーツ施設
を設立し、スポーツの楽しさを子供たちに教
えています。他　（仙台CATV　制作）
■16日～30日　キラリ☆ニイガタウン
　地域活性化集団リリマリプロダクションのメ
ンバーが、新潟市のグルメやおススメスポット
をご紹介！ 今回は新潟シティガイドさんととも
に新潟ゆかりの先人の碑や像を訪ね、歴史と
文学を学びます。（NCV新潟センター　制作）

101ch

信州諏訪 完全網羅する旅２～世界に誇る！スゴいもの発見スペシャル～
●26日 午後9:00／27日 午後7:00／他
　2021年夏に放送した旅の第2弾。信州諏訪には世界に誇る、グルメ・
伝統・産業・文化が存在します。そこで今回は「世界に誇る信州諏訪のス
ゴいもの」をテーマにお笑い芸人が諏訪地域を巡り、地元の人々との出
会いや地元料理、伝統文化などの魅力を伝えていきます！

栄冠はおじさんに輝く～函館大有斗24年ぶりの甲子園～
（第48回日本ケーブルテレビ大賞番組アワード　コンペティション部門奨励賞）
●4.11.18.25日 午後7:00
　甲子園出場 春夏通算13回を誇る、北海道の古豪 函大有斗高校硬式
野球部。そのOBチーム結成から１年。おじさんたちの甲子園と呼ばれ
る「マスターズ甲子園2021」の北海道予選を勝ち抜き、見事に優勝。甲子園への夢を再び！ 世代
は違えど同じ校舎で学び、同じグラウンドで甲子園を目指した「おじさんたち」の奮闘の記録。

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

制作 ニューメディア函館センター

番組制作：エルシーブイ

　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5年2月定例議会
2月17日（金） 議案審議、一般質問等 101ch
3月8日（水） 一般質問 101ch
3月9日（木） 一般質問 101ch
3月10日（金） 一般質問 101ch
3月13日（月） 委員会審査報告等 101ch
3月22日（水） 委員会審査報告等 101ch
■令和5年第1回　羽村市議会定例会
2月28日（火） 市長所信表明　議案等審議　
 一般質問 101ch
3月1日（水） 一般質問 101ch

3月2日（木） 一般質問 101ch
3月7日（火） 議案等審議 101ch
3月24日（金） 委員長報告  議案等審議 101ch
■福生市議会　令和5年第1回定例会
2月28日（火） 施政方針・教育方針　
 市政に関する一般質問 111ch
3月1日（水） 市政に関する一般質問 111ch
3月2日（木） 市政に関する一般質問 111ch
3月3日（金） 議案上程 111ch
3月28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


