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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

　TCNキャスター陣がお届けする朗読。2月
21日は｢漱石の日｣にちなみ、代表作・吾輩は猫
であるの冒頭をお届けします。
■①「吾輩は猫である」夏目漱石〈20日～25日〉
■②「半七捕物帳 仮面」岡本綺堂 〈27日～3/5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）

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日  午前10：00/午後0：00/3：30/
  8:00/11:45/深夜2:00 他

　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！ 横田基地からは「横田ファーマーズ
マーケット」の様子をお届け！ 基地内に住む
軍人やその家族に向けたこのイベント。開かれ
た理由は？また、どんなものが売っているんで
しょうか？ そして、ヒノトントンZOOからは
バレンタイン企画！ 本当に仲の良いカップル
グランプリを行います。果たして１位になるの
はどの動物か？ 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！
●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8:00/11:30/深夜2:00　他

　２月のラララ♪で行こう！は「早
春の草花丘陵を歩く」です。羽村
駅を出発し、対岸の浅間岳や大澄
山などを散策して、一足早い春を
探しにいきます。歩行距離は約7
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！

2022年版ラララ♪で行こう!
『富士見スポット巡り』
●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

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

　２月の西多摩マルかじりは女子必見！ バレンタインデーにちなんだ、
甘いスイーツの話題や雛飾りスポットなどを中心にお届けしていきま
す。そして、まだまだ寒い季節、温かグルメもバッチリご紹介します。

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

今年も６時間半、完全生中継でお届け！
解説：川嶋伸次さん、浅井えり子さん
　青梅の春は市民ランナーの足音とともに訪れます。今年もTCN
では6時間半の生放送で、青梅マラソンの熱気と興奮を余すところ
なくお伝えします。番組では10kmの部と30kmのレースの模様を、先導車の車載カメラとコース各所の中継カ
メラからの映像でお届けします。そしてレース解説には今年も、シドニー五輪男子マラソン代表の川嶋伸次さん
と、ソウルアジア大会女子マラソン金メダルの浅井えり子さんにお越しいただき、現在も一ランナーとして市民
マラソンなどに出場しているお二人ならではの視点から解説していただきます。春呼ぶ祭典、青梅マラソン。ガ
ンバレ！市民ランナー！

第55回記念 青梅マラソン
●生中継 19日 午前9:25～午後3:55　
●再放送 19日 午後5:25～午後11:55　　
 26日 午前10:30～午後5:00

レース解説　川嶋伸次さん　浅井えり子さん

提供：青梅市役所

水曜担当　井上沙織
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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！
●27～3/3日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●3/4・5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!
■プチ・ボヌールコンサートVol.2
　 ソプラノとピアノによる紡ぐうた　秋によせて
　（10月25日　サウンドコレクション吉澤　収録） ・・・・《7.9.11.12日》
■NPO法人音楽のチカラ・チャンステーマ主催　
　 Three　strings Concert ～秋の風にのせて～
　（10月30日　宗建寺　本堂　収録） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・《14.16.18日》
■東京ウエストエンド音楽祭２０２２
　(11月20日　秋川キララホール　収録）・・・・・・・・・・・《21.23.25.26日》
■繭蔵コンサート　Vol.7
　出演 Violin :平岡陽子・浅井千裕　Piano：坪井純子　作曲：加藤由美子
　(11月26日　Dining＆Gallary　繭蔵　収録） ・・・・・・《28.3/2.4.5日》

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

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。クラシッ
ク音楽家として、パン・エイジアン・チェンバー・ジャズ・アンサンブル
を率いニューヨークを中心に活動中。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。

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38回青梅市新体操クラブ演技発表会
　（12月4日　住友金属鉱山アリーナ青梅　収録） ・・・・《6.8.10.12日》
■第38回羽村オープン9人制バレーボール大会
　（12月4日　S&Dスポーツアリーナ羽村　収録） ・・・・・・《13.15.17日》
■第42回西多摩少年サッカー大会
　（12月11日　S&Dスポーツパーク富士見　収録） ・・・《20.22.24.26日》
■バスケットボール 第6回福生カップ
　（12月11日　 福生市中央体育館　収録） ・・・・・・・・・・・《27.3/1.3.5日》

　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』。
■大阪・大阪　大阪のシンボル通天閣　新たな挑戦
　大阪の心、浪花文化の誇り通天閣。国の有形文化財にも指定され
ている通天閣は様々な色に変化するライトアップで大阪の夜を彩る。
近年のコロナ禍では赤・黄・緑のライトアップで警戒基準を周知するな
ど街を見守り続けてきた。そして地域経済回復のための新たな挑戦が
始まる。時代に応じて変化し続ける通天閣の魅力に迫る。〈ベイ・コミュ
ニケーションズ〉

●13～17日 午前10:30/午後11:00
●18日  午前10:30/午後6:30

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。
■北海道・島牧／長野・伊那／三重・南伊勢　滝と紅葉と大イチョウ
　北海道に全国一の面積を誇るブナの原生林がある。それを裂くように
落ちる滝と紅葉。一方、信州の湖畔には１万本のもみじが輝く。ダム建設
で移住を余儀なくされた住民が苗木を植えると、20年後には地域を代
表する景勝地となった。さらに三重県南伊勢町には閉校した小学校の敷
地にライトアップされた大イチョウの姿…列島の錦秋を4Ｋカメラとド
ローンでたどる。〈ニューメディア　函館センター／伊那ケーブルテレビ
ジョン／ZTV（伊勢放送局）〉

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

壮観劇場

　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。自転車でゆっくり移動する
と普段車で通っている道でも新たな
発見に出会えます。楽しみながら自
転車をこげば体も暖まるので寒い冬
こそ自転車移動がおすすめです。今
回はどのような発見に出会えるので
しょうか。お楽しみに！

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日  午前10：15/午後0：15/3：45/8：15/11：45/深夜2：15　他

2022年版ちゃりっ娘マヤの冒険
『“動物の地名をめぐる自転車旅”
で地域再発見』
●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）
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■LA GRANDE ILLUSION　大いなる幻影
　［1937年/117分］
監督：ジャン・ルノワール
出演：ジャン・ギャバン、ピエール・フレネー

《放送日:1.5.9.13.17.22.27日》
■THE WAR OF THE WORLDS　宇宙戦
争　［1953年/86分］
監督：バイロン・ハスキン
出演：ジーン・バリー、アン・ロビンソン
アカデミー賞（第26回）《受賞》特殊効果賞

《放送日:2.6.10.14.18.23.28日》

■TULSA　タルサ 　［1949年/89分］
監督：スチュアート・ヘイスラー
出演：スーザン・ヘイワード、ペドロ・アルメ
ンダリス

《放送日:3.7.11.15.20.24日》
■TEA FOR TWO　二人でお茶を  ［1950
年/95分］
監督：デヴィッド・バトラー
出演：ドリス・デイ、ゴードン・マクレー

《放送日:4.8.12.16.21.25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

大盛況！！～はむら家族プロジェクト「愛情はむらまつり」～
　ヒノトントンZOO（羽村市動物公園）にて開催さ
れた「愛情はむらまつり」を取材しました。#愛情
はむら写真展やトークイベント、遊具大集合！な
ど、親子で楽しめる様々な催しがあり、大変盛り上
がっていました。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）

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「娯楽超大作を味わおう」～ジ・オリジン／日本語字幕版～
●毎日　午後0：30/深夜3：00（日なし）

■うすき竹宵2022
　江戸時代からの町並みを現在に残す大分県臼
杵市。この町で毎年開催される「うすき竹宵」は
１１月初旬に竹で作ったぼんぼりを町中に飾る
イベントです。竹筒に入った揺らめくろうそく
の灯りは、見る人を幻想的な空間へと誘います。
番組では３年ぶりの通常開催となった「うすき
竹宵」の当日の様子とイベントを支える人々の
姿をお伝えします。竹あかりで彩られた城下町
の魅力を１時間たっぷりとお届けします。＜臼杵
ケーブルネット（大分県臼杵市）〉

Cチャンネル
●25日　午後1：00

■6日 磁気望遠鏡／ポパイのアリババ退治
■13日 巨大科学地震をとめろ！／もぐら君

のいたずら　他
■20日 火山島の危機を救え！／ポパイの占

い師　他
■27日 恐怖のサーカス・ナイト／ポパイの

ボクシング　他

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 #37 ゴルフシミュレーションスタジ

オ ゴルチョルで遊ぼう！② 
  #38 ゴルフシミュレーションスタジ

オ ゴルチョルで遊ぼう！③
■27日 #39 ゴルフシミュレーションスタジ

オ ゴルチョルで遊ぼう!?
  #40 田中秀道Presents ゴルフを

モッと好きになロー ! チャリティー
ゴルフコンペ①

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

　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。
■桂竹丸「石田三成伝」「バンコク寿限無」～
祝！令和2年 第75回文化庁芸術祭賞優秀賞
受賞『池袋演芸場八月中席』
■三遊亭好太郎「ちりとてちん」「親子酒」～
好太郎のうたたねの会より
■立川志らべ「五貫裁き」『立川志らべ落語会
～アフロヘア？ミッキー・カーチスの付き
人？でも！師匠・立川志らくも認める「ギャ
グ創り」のセンスで厳しい立川流の昇進試験
を勝ち抜いた実力派が寄席チャンネル初登
場！ 他

寄席チャンネル《落語》
●毎日　午前8：00

　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 #45  終戦　混迷の再出発（1946-

1947 ③）
■13日 #46  さらなる迷走　米ソ対立の時

代へ（1948-1950 ①）
■20日 #47  さらなる迷走　米ソ対立の時

代へ（1948-1950 ②）
■27日 #48  さらなる迷走　米ソ対立の時

代へ（1948-1950 ③）
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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
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2  いんふぉめーしょんあわー 2
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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
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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。
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9 テレビはむら（土曜日のみ）◇30 いんふぉめーしょん
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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
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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

2023.2 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

地上111ch11 TCN11

・TCN交通情報 ・TCN何でも3分間PR
・TDN Presents ・第11回日本アンプティ
サッカー選手権大会2022

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　野外クラシックコンサート
 「Tokyo Music Evening Yube」
　東京、豊島区の池袋西口公園野外劇場「GLOBAL RING 
THEATER」で行われた、圧倒的な演奏で魅せる石田泰尚の
ヴァイオリン・リサイタル（ピアノ：中島剛）をお届けします。
（としまテレビ　制作）　【曲目】マスネ：タイスの瞑想曲・ピ
アソラ：オブリビオン（忘却）・リベルタンゴ ほか
■16日～28日　いっくん散歩
　青森ケーブルテレビのキャスター伊藤一郎が、ぶらりと青
森の街角を歩く。そこで出会う市民とのふれあいや普段気づ
かなかった新たな発見も？ さあ、いっくんと気軽な散歩に出
かけましょう！(青森ケーブルテレビ　制作）

　「第11回日本アンプティサッカー選手権大会
2022」は、2022年11月19日・20日に、富士
通スタジアム川崎で開催されました。この大会
の模様を2日間にわたって収録し、2日目の決
勝大会を中心に、競技やルールの説明また1日
目の予選ダイジェストなどとあわせ、60分の
特別番組として放送いたします。

101ch

笑福亭べ瓶のぶらっと旅～まだ仮題です～
●18.25日　午後3:00
　若手実力派の落語家、笑福亭べ瓶がアポなしでぶらっと一人
旅。タイトル未決定で始まる、笑福亭べ瓶に完全丸投げの旅番組。
記念すべき第１回目の舞台は、宮城県気仙沼市。お酒にグルメに、
素敵な出会いまで⁉ タイトルは、番組内で決定します‼

不思議なカエルに魅せられて 1cmの登山者たち
（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優秀賞）
●4.11.18.25日　午後8:00
　九州一登山者が多いとされる、太宰府市の人気スポット・宝満
山。山頂を目指すのは人間だけでなく、体長わずか1cmの登山者
たち。その正体は、カエルだ。５月下旬、手足が生えたばかりの数万匹の子ガエルたちが、ふ
もとの池から一斉にスタートする。人間のサイズにすれば、エベレストの10倍もの大きさ
の宝満山に挑むカエルたち。山仲間のように見守る人たちとカエルたちの、ひと夏の冒険。

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　ジャパンケーブルキャスト

制作 ケーブルステーション福岡

●11・12日　午後8:00

第11回日本アンプティサッカー
選手権大会2022


