
12 ̶ ̶TCN TCN̶  ̶13

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

２０２２上半期アンコール
　今月の055chは、2022年1月から6月までに放送した自主制作のレギュラー番組や特別番組を8
月8日から21日まで一挙に再放送します! 見逃してしまった方や録画したかったという方は必見です!

　青梅市納涼大会実行委員会が「コロナよ、早く終息し
て！」という願いを込めて、3年ぶりに青梅市納涼花火大
会を開催します。今年は「3密」を回避するため、明星大
学キャンパスを会場とする「無観客方式」による開催とな
ります。会場への入場はできませんので、ご自宅のテレ
ビでご観覧ください。

●6日 午後7：25～8：30　生中継
●8～14日 深夜0：30～1：35　再放送

第74回 青梅市納涼花火大会

8日
TCN Culture Hall
①アコースティックライブ ビートルズとオリジナル
②青梅市市制施行70周年記念 青梅市芸術文化
祭参加 マジックフェスティバル
③音楽の贈りもの チャリティコンサート 希望へ
の架け橋
スポーツなんでも実況！杉村
①第20回関東フットベースボール連盟大会
②少年サッカー青梅2FCカップ
ちゃりっ娘マヤの冒険
①西多摩の誇る眺望を求めて関東の富士見百景
「文化の森 六道山公園展望台」
マルかじり出張所「こまる発信基地」
①武蔵御嶽神社の年末年始のカウントダウン・横
田基地「クッキークランチ」
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
①「冬のほっこり丹波山村」
松尾雄治のスポーツ大好き！ウチの子No.1
①卓球クラブ「るのスポーツ」
朗読
①｢餅のタタリ｣ 坂口安吾

9日
TCN Culture Hall
④福生市文化協会研修会 前編
⑤福生市文化協会研修会 後編
⑥青梅市第八支会 「子どもたちに地域の歴史と
文化を伝える会」
スポーツなんでも実況！杉村
③バスケットボール 福生カップ
④羽村市招待6年生サッカー大会
ちゃりっ娘マヤの冒険
干支の「寅」にちなんだ「動物の地名をめぐる自転
車旅」で地域再発見
マルかじり出張所「こまる発信基地」
②御岳山ケーブルカー滝本駅から御岳山駅まで
歩いてみよう
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
②「西多摩富士山めぐり」
松尾雄治のスポーツ大好き！ウチの子No.1
②グラウンドゴルフ東台
朗読
②｢虎｣ 岡本綺堂

10日
TCN Culture Hall
⑦福生吹奏楽団 第23回定期演奏会
⑧青梅市青少年吹奏楽団 第52回定期演奏会
⑨「合唱 de 歓喜」10周年記念発表会
スポーツなんでも実況！杉村
⑤第37回青梅市新体操クラブ演技発表会
⑥少年サッカー2FCカップ6年生

ちゃりっ娘マヤの冒険
③「異国文化堪能の自転車旅」
マルかじり出張所「こまる発信基地」
③ヒノトントンZOO、今年の干支トラの仲間、ネコ
科の動物特集！
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
③「小河内ダム見晴らしの丘」
松尾雄治のスポーツ大好き！ウチの子No.1
③フットベースボール「東小ペガサス」
朗読
③｢雪女｣ 小泉八雲／ ｢梅ちらほら｣ 吉川英治

11日
TCN Culture Hall
⑩BLUE　BEE Christmas Live
⑪福生日本文化こども教室 日本舞踊勉強会
⑫第27回日本管楽合奏コンテスト全国大会 出場
校審査用動画
スポーツなんでも実況！杉村
⑦羽村シニア杯決勝（青梅スピリッツvs FOK）
⑧還暦野球マイナーリーグ（青梅vs昭島）
ちゃりっ娘マヤの冒険
④「青梅市内 桜めぐり」
マルかじり出張所「こまる発信基地」
④ヒノトントンZOO、売店がリニューアル・横田
基地日米友好の桜とは？
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
④軽便鉄道路線跡を歩く
松尾雄治のスポーツ大好き！ウチの子No.1
④青梅少年野球「ロイヤルクラウン」
朗読
④｢新・平家物語｣ 吉川英治

12日
TCN Culture Hall
⑬第19回福生元気を出せ音楽祭
⑭第18回子どもからの人権メッセージ発表会in
檜原村～小学生発表
⑮第18回子どもからの人権メッセージ発表会in
檜原村～中学生人権作文コンテスト
スポーツなんでも実況！杉村
⑨還暦野球古希リーグ（青梅vs東久留米）
⑩還暦野球レギュラー（青梅vsエンデバーズ）
ちゃりっ娘マヤの冒険
⑤新緑の檜原村をめぐる自転車旅
マルかじり出張所「こまる発信基地」
⑤ヒノトントンZOO、北海道からやって来たレッ
サーパンダ・御岳山日の出祭り。
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
⑤ワンダフルネイチャービレッジ散策コース
松尾雄治のスポーツ大好き！ウチの子No.1
⑤福生市弓道連盟
朗読
⑤｢手巾｣ 芥川龍之介

13日
TCN Culture Hall
⑯たまぐーで青梅大祭「蔭祭（かげまつり）」特別
講演① 「いまさら聞けない青梅大祭」講師 村野公一 氏
⑰たまぐーで青梅大祭「蔭祭（かげまつり）」特別
講演② 「江戸の祭りと青梅の祭り」講師 齋藤愼一 氏
⑱美しい多摩川フォーラム主催 第13回 美しき桜
心の物語の語り会
スポーツなんでも実況！杉村
⑪羽村市少年野球春季大会①（タイガーvs小作台）
⑫羽村市少年野球春季大会②（羽村西A vsドル
フィンズ）
ちゃりっ娘マヤの冒険
⑥雨の季節を楽しむ「雨にちなんだ場所をめぐる
自転車旅」
マルかじり出張所「こまる発信基地」
⑥3年ぶりに行われた横田基地日米友好祭に潜入！
朗読
⑥｢杜子春｣ 芥川龍之介
⑦｢先生の顔｣ 竹久夢二／ ｢智恵子抄｣ 高村光太郎
⑧｢青いボタン｣ 小川未明／ ｢春の夜｣ 芥川龍之介

14日
TCN Culture Hall
⑲多摩楽友協会主催あれから11年 チャリティー
命の音コンサート「鎮魂・祈念」
⑳福生市立福生第二中学校吹奏楽部 SPRING 
CONCERT2022
㉑青梅市立第三小学校金管バンド部 第12回定期
演奏会 春風スウィングコンサート
スポーツなんでも実況！杉村
⑬羽村市少年野球春季大会③（羽村西B vsヤン
グライオンズ）
⑭青梅市少年野球春季大会決勝（フォルテvsファ
イヤーホークス）
朗読
⑨｢葉桜と魔笛｣ 太宰治
⑩｢小さき者へ｣ 有島武郎
⑪｢桜桃｣ ｢朝｣ 太宰治
⑫｢人間失格～第一の手記｣ 太宰治

15日
スポーツなんでも実況！杉村
⑮青梅市少年軟式野球エスケイ杯①（F・O・K連
合vsファイヤーホークス）

16日
TCN Culture Hall
㉒「おそきの音楽祭」2022-Spring

17日
スポーツなんでも実況！杉村
⑯青梅市少年軟式野球エスケイ杯②（新町ライオ
ンズvsロイヤルクラウン）

18日
TCN Culture Hall
㉓ダンススタジオNEST発表会

19日
スポーツなんでも実況！杉村
⑰青梅市少年軟式野球エスケイ杯③（青梅スピ
リッツvs吉野ベースボールクラブ）

20日
TCN Culture Hall
㉔千衛里会 日本舞踊勉強会

21日
TCN Culture Hall
㉕おそきウインドアンサンブル青樹 第4回演奏会
スポーツなんでも実況！杉村
⑱青梅市少年軟式野球エスケイ杯④（青梅フォル
テvsスピリッツ
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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

　８月のラララ♪で行こう！は、「御岳山の滝とレンゲショウマ」です。
夏の涼を求めて、御岳山のロックガーデンで滝を眺め、見頃を迎えるレ
ンゲショウマスポットを散策します。歩行距離は約6km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！

山歩き、街歩き、森歩き、
三田りょうのラララ♪で行こう！
●22～26日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●27・28日 午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00/11:30/深夜2:00

2020年版ラララ♪で行こう!  『白丸から海沢三滝』
●1～5日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●6・7日 午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00/11:30/深夜2:00

　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。８月
は暑さを乗り切る快
適スポットをご紹介
します。夏休みの思
い出づくりにお役立
てください。

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

　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。
今回は酷暑の西多摩を飛び出し、山梨県小菅村から奥多摩湖までを走り
ます。西多摩より少
し涼しい標高500
メートル以上の世
界で爽快な自転車
旅を満喫しちゃい
ます！ お楽しみに！

ちゃりっ娘マヤの冒険
●15～19日 午前10：15/午後0：15/3：45/8：30/10：30/深夜1：00
●20・21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（桧原村滝めぐり）』
●1～5日 午前10:45/午後4:45/11:15/  
 深夜5:15

●6・7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～
●1～5日 午前10:30/午後4:30/11:00/深夜5:00
●6・7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。今回は総集
編として番組で紹介した森るる氏（アートヤーン作家）、高野幸雄氏（キノ
コランプアーティスト）、石山久輔氏（美術家）の３名をご紹介します。

マルかじり出張所 こまる発信基地
●15～19日 午前10：00/午後0：00/3：30/8：15/10：15/深夜0：45
●20・21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、羽村市動物公園、横田基地の
様々な秘密を体当たりで大調査！ ８月のこまるは、御岳山で夏の時期
に行われている夏越しの大祓い(なごしのおおはらい)を大特集！ その
神事に必要な茅の輪は、御岳山の神主達が材料となる茅を刈って作り
ます。今回はその茅の輪作りに密着します。もりお部長、まさかの１
番のりで潜っちゃった！？ どうぞお楽しみに！

　“ミスターレオ”こと元西武ライオンズ 石毛宏典氏と元読売巨人軍
投手 藤城和明氏によるTCN野球教室の模様をお届けします。今回ふ
たりの指導を受けたのは「FOK＆ロイヤルクラウン」です。

Run for the Future! TCN野球教室
●8～14日　午前7:30/午後0:00

　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！
●29～9/2日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●9/3・4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!
■大正琴扇靖流 福生支部 35周年記念ドリームコンサート
　（2022年6月  福生市民会館大ホール　収録） ・・・・・・・・《2.4.6.7日》
■第14回はむら音楽祭 らららミュージカル
　（2022年6月  羽村市生涯学習センターゆとろぎ大ホール　収録）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《23.25.27.28日》
■青梅市高齢者クラブ連合会 第49回芸能大会
　（2022年7月  霞共益会館ホール　収録）  ・・・・・・・・《30.9/1.3.4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2部  青梅FC vs FC COREA
　（6月19日　S&Dフィールド福生 収録） ・・・・・・・・・・・・・・《1.3.5.7日》
■青梅市社会人サッカーリーグ①  レッドエニポス vs チェル 
　（6月19日　青梅市民球技場 収録） ・・・・・・・・・・・《22.24.26.28日》
■青梅市社会人サッカーリーグ②  アルサ vs Lisseed
　（6月19日　青梅市民球技場 収録） ・・・・・・・・・・・・《29.31.9/2.4日》

『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

　『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
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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

はむら農業の輪
　羽村で採れた旬の農作物と、素敵な農
家の皆さんを紹介する「はむら農業の
輪」のコーナー。今回は、羽村元一さんの
インゲン豆を紹介します。

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。羽村市広報広聴課までご連絡ください。 
☎ 042-555-1111（内線505）

■静岡・島田　地球上でもっとも緑茶を愛する街
　「地球上でもっとも緑茶を愛するまち」とし
てプロモーション展開している静岡県島田市。
お茶の消費推進の取組みを紹介する。〈TOKAI
ケーブルネットワーク〉

●15～19日 午前10:30/午後11:00
●20・21日 午前10:30/午後6:30（日なし）

けーぶるにっぽん　
彩・JAPAN

■三重・伊勢　伊勢－熊野　魂の巡礼
　伊勢から熊野へ向かう熊野古道伊勢路は、
伝説に彩られた数々の史跡旧跡が無数の石畳
の峠道に連なっている。４K映像で記録した、
紀伊半島のダイナミックな自然やこの地に息
づいた信仰の歴史を追いかけていく。"〈ZTV
（伊勢放送局）〉

●15～19日 午後4:30/深夜5:00
●20・21日 午後4:30/8:30/深夜5:00（日なし）

壮観劇場

　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。
■桂米助「もう半分」～三越落語会より
■五街道雲助独演会より Part.2 「居残り
佐平次」
■古今亭志ん輔「芝浜」～志ん輔の会　他

寄席チャンネル《落語》
●毎日　午前8：00

■1日 #18　超大国ＵＳＡの覚醒（1924-
1926 ③）

■8日 #19　世界恐慌　ウォール街大暴落
（1927-1929 ①）

■15日 #20　世界恐慌　ウォール街大暴落
（1927-1929 ②）

■22日 #21　世界恐慌　ウォール街大暴落
（1927-1929 ③）

■29日 #22　暴力の連鎖　ファシズムの嵐
（1930-1932 ①）

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

■八戸三社大祭 2012 夜間運行
　およそ300年の歴史と伝統を誇る、国の重要
無形民俗文化財「八戸三社大祭」。新型コロナの
影響により今年で3年連続中止となってしまい
ましたが、八戸三社大祭の歴史を振り返り、祭
りの風情を感じていただけるよう過去の懐かし
い映像をお届けします。ライトアップされた山
車が夜空に浮かび上がり、幻想的な雰囲気を
醸し出す夜の運行をお楽しみください。〈八戸
テレビ放送（青森県八戸市）〉

Cチャンネル
●27日　午後1：00

　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
■１日～ #9 くだまつパブリックゴルフ ラウ

ンド編⑨、#10 守和ゴルフセンター 
レッスン編①

■15日～ #11 守和ゴルフセンター レッスン編
②、#12 守和ゴルフセンター レッ
スン編③

■29日～ #13 守和ゴルフセンター レッスン
編④、#14 プレジデントカントリー
倶楽部山陽 レッスン編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

　あの名作アニメを英語で楽しみましょう。
■1日 カメがウサギを超えた日　他
■8日 バニーと魔術師　他
■15日 吹雪の夜の知恵くらべ　他
■22日 バニーの大墜落　他
■29日 恋のドッグレース　他

バッグス・バニーショー
●月曜日更新　午前11：00/午後2：30 他

■WHAT PRICE GLORY　栄光何するものぞ
［1952年/110分］
出演：ジェームズ・キャグニー、ダン・デイリー

《放送日:1.6.11.16.21.26.31日》
■SAHARA　サハラ戦車隊　[1943年/98分]
出演：ハンフリー・ボガート、ブルース・ベネット 

《放送日:2.7.12.17.22.27日》
■THE DESERT FOX　砂漠の鬼将軍 　
［1951年/89分］
出演：ジェームズ・メイソン、セドリック・ハー
ドウィック 

《放送日:3.8.13.18.23.28日》
■THEY WERE EXPENDABLE　コレヒ
ドール戦記  ［1945年/120分］
出演：ジョン・ウェイン、ロバート・モンゴメリー

《放送日:4.9.14.19.24.29日》
■FROM HERE TO ETERNITY　地上（こ
こ）より永遠に  ［1953年/119分］
出演：バート・ランカスター、モンゴメリー・
クリフト
 《放送日:5.10.15.20.25.30日》

TCNなつかしの名作映画劇場
「戦争映画で振り返る20世紀」
～日本語吹替え版～ 特集
●毎日　午後0：30/深夜3：00（日なし）

　TCNキャスター陣がお届けする朗読。今月
は、この時期読んでおきたい作品をお届けし
ます。
■①「夏の葬列」山川方夫   〈22日～28日〉
■②「新・平家物語」吉川英治 　〈29日～9/4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）
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TCN10&TCN11（第2コミュニティチャンネル）地デジ10ch

チャンネル700とは…　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

東京WORLDぐるぐるぐるめ 
2022年上半期総復習 おかわりSP！　
●1.8.15.22.29日　午後4:00　他

2022長岡まつり大花火大会【生中継】
●2日　午後7:00　　　　　　　　

■1日～15日 TDNPresents 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
　８月前半の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。
■16日～31日 仙台、ひと、まちの中へ「仙ぶら」
　「仙ぶら」はここ「仙台」に暮らし続ける人、特別な想いを持ってこの町からスタートした人を中心
に、人と人、人と町のつながりを紹介します。
　今月は、「食べて美味しいはもちろんのこと、目で見ても楽しめ
るスイーツ」をコンセプトに、独創的でArtなスイーツを自家焙煎の
コーヒーと共にお楽しみ頂けるお店を、仙台市内中心部に２店舗
を構えるカフェミティーク　代表取締役　土田誠也さんを紹介し
ます。
　他、②熊谷農園 熊谷貴幸さん、③フードバンク仙台 代表 小椋亘さん（仙台CATV　制作）
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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。
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TDN Presents◇30 いんふぉめーしょんあわー
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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。
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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

2022.8 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

TCN10地上101ch10

・チャンネル700

TCN10地上102ch10

TDN Presents
●毎日10：00

　世界各国のグルメを紹介する「東京
WORLDぐるぐるぐるめ」のスピンオフ企画。
2022年の上半期(1月～6月)に放送した東京
都内の名店を振り返ります。番組リポーター
を担当するJCCガールズ（想乃、磯原杏華）
の2人がこれまでに味わった料理をランキン
グで紹介。さらに番組では2人が「総復習」と
題してクイズ対決！優等生なのはどっち!?グ
ルメ必見！世
界各国の料理
の魅力をお伝
えします。

　3年ぶりに長岡花火が帰ってきます！豪
華名物花火の数々を、スケール感あふれる
映像で、開始
から終了まで
完全生中継
でお送りしま
す。

　関西の旬の釣りを紹介する『関西発！海
釣り派』。今回は八代目ナビゲーターに就
任した青山ハルちゃんが初登場！夏の海釣
り公園で五目釣りにチャレンジします！五
目釣りとは、魚種を絞らず、たくさんの魚
を狙うこと。実はハルちゃん、この海釣り
公園は二度目。前回は1匹も釣れ無かった
よ う で す
が、念願の
初ゲットは
叶うでしょ
うか？

関西発！海釣り派 「八代目登場！
夏の海釣り公園を楽しもう！」　
●1.8.15.22.29日　午後4:30　他

提供　釣りビジョン番組制作　ジャパンケーブルキャスト提供 エヌ・シィ・ティ


