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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

　TCNキャスター陣が総出演！元読売巨人軍のプロ野球選手で元演歌歌手でもある、TCNスポーツ
アドバイザー・藤城和明さんをスタジオに迎え、歌い初め生放送！そして豪華賞品を貰える生電話ク
イズの流れはコチラです。
①スタジオからお電話しますので、電話がかかってきたら番組中にお伝えする『合言葉』をお答えください。
ご注意！スタジオからおかけする電話は番号非通知になっておりますので、電話機の非通知着信拒
否設定を解除していただくようお願いいたします。
②『合言葉』が正解なら、いよいよクイズに挑戦です！
③見事！正解なら豪華賞品があなたの手に！問題は『TCNコミュニティチャンネルに関する問題』です。

新春スペシャル2023～歌う門には福来る～ 生放送
●1日　午後7:00

　「TCN新春スペシャル2023 ～歌う門には福
来る～」で賞品が当らなかった方にもまだチャン
スはあります!当日の番組内で『Wチャンスパス
ワード』を発表しますので、今月号ガイド誌に付
属の応募専用ハガキ（P40）に『Wチャンスパス
ワード』と『希望賞品』を記入しご応募ください。気
になる希望賞品は「Wチャンスのご案内」番組を
放送いたしますので、ご覧の上ご応募ください。

新春スペシャル2023
　「Ｗチャンスのご案内」
●２～5日　午後5:45/11:45　他

今月の055chは、2022年7月から12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1月
2日から1月15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!

ＴＣＮ２０２２下半期アンコール
年頭あいさつ
●1日　午前8:00/午後1:00/6:00

　地元選出議員、市長、市議会議長に年頭のあ
いさつをしていただきます。
●衆議院議員／井上信治●東京都議会議員／清
水康子・田村利光・森村隆行●青梅市長／浜中
啓一●福生市長／加藤育男●羽村市長／橋本弘
山●青梅市議会議長／鴨居孝泰●福生市議会議
長／清水義朋●羽村市議会議長／中嶋勝

2日
朗読
①「舞姫」前半 森鴎外
②「舞姫」後半 森鴎外
スポーツなんでも実況!杉村
①東京都社会人サッカーリーグ（青梅FC vsプログレッソ東京）
②青梅市新体操連盟「第21回レインボーカップ」
③サッカー青梅市社会人リーグ（青梅信用金庫 vs リシード）
TCN Culture Hall
①音楽の贈りもの チャリティコンサートVol.19 希望の架け橋
②第二十二回 東流をどりの会 前編
③第二十二回 東流をどりの会 後編
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
①秋川渓谷、湯の里を歩く
松尾雄治のスポーツ大好き!ウチの子No.1
①羽村剣道玉心会
マルかじり出張所「こまる発信基地」
①畠山重忠と御岳山の繋がり
ちゃりっ娘マヤの冒険
①初夏の奥多摩自転車旅

3日
朗読
③「夏の葬列」山川方夫
④「新・平家物語」吉川英治
スポーツなんでも実況!杉村
④サッカー青梅市社会人リーグ（グリーンサムvs大和ウエストーレ）
⑤東京都社会人サッカーリーグ2部（青梅FC vs FC COREA）
⑥青梅市社会人サッカーリーグ（レッドエニポスvsチェル）
TCN Culture Hall
④名曲の贈りもの 第12回国立音楽大学オーケストラ演奏会
⑤大正琴扇靖流 福生支部 35周年記念ドリームコンサート
⑥第14回はむら音楽祭 らららミュージカル
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
②御岳山の滝とレンゲショウマ
松尾雄治のスポーツ大好き!ウチの子No.1
②上半期総集編
マルかじり出張所「こまる発信基地」
②御嶽神社 夏越しの大祓い
ちゃりっ娘マヤの冒険
②高地で爽快自転車旅

4日
朗読
⑤「新・平家物語」吉川英治
⑥「少年と秋の日」「月とあざらし」小川未明
スポーツなんでも実況!杉村
⑦青梅市社会人サッカーリーグ（アルサ vs Lisseed）
⑧青梅市社会人サッカー（メイデンvs大和ウエストーレ）
⑨青梅市社会人サッカー（VANANA vs青梅クラブ）
TCN Culture Hall
⑦青梅市高齢者クラブ連合会 第49回芸能大会
⑧女声合唱 コールせせらぎコンサート
⑨UME LOCK FESTIVAL ザ・のどじまん
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
③奥多摩百尋の滝を愛でる
松尾雄治のスポーツ大好き!ウチの子No.1
③ジュニアゴルフ 稲葉輝海さん

マルかじり出張所「こまる発信基地」
③煙突から御岳山・動物園・横田基地を見てみよう
ちゃりっ娘マヤの冒険
③瑞穂町モニュメント巡り

5日
朗読
⑦「新・平家物語」吉川英治
⑧「魔術」芥川龍之介
スポーツなんでも実況!杉村
⑩東京都第8支部中学校サッカー選手権大会（羽村ニ中 vs 泉中）
⑪東京都第8支部中学校サッカー選手権大会（東海大
菅生 vs あきる野東中）
⑫第71回東京都信用金庫野球大会決勝（青梅信用金
庫 vs さわやか信用金庫）
TCN Culture Hall
⑩BLUE BEE LIVE
⑪地域情報誌「街プレ」創刊10周年記念 SDGsアワード西多摩2022
⑫第10回 多摩文化交流コンサート2022 命の音コンサート
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
③秋の長渕丘陵
松尾雄治のスポーツ大好き!ウチの子No.1
④八田塾∞エイト 羽村市内の幼児～小学生対象のサッカースクール
マルかじり出張所「こまる発信基地」
④ヒノトントンZOO 3頭のやぎをご紹介/御岳山の流鏑馬神事
ちゃりっ娘マヤの冒険
④第30回青梅市スポーツリクリエーションフェスティバル

6日
朗読
⑨「あばばばば」芥川龍之介
⑩「新・平家物語」吉川英治
スポーツなんでも実況!杉村
⑬青梅市陸上競技選手権大会前編
⑭青梅市陸上競技選手権大会後編
TCN Culture Hall
⑬5th Anniversary GOSPEL Summer Concert
⑭青梅奇術連盟 ワンコイン・チャリティーマジックショー
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
⑤秋の昭和記念公園
松尾雄治のスポーツ大好き!ウチの子No.1
⑤日本障害者モータースポーツ協会 佐藤正樹さん
マルかじり出張所「こまる発信基地」
⑤横田基地 軍用犬k-9/ヒノトントンZOO 慰霊祭
ちゃりっ娘マヤの冒険
⑤アートイン西多摩巡り 福生編

7日
朗読 
⑪「もみの木」アンデルセン 
スポーツなんでも実況!杉村
⑮吾郷杯レディースバレーボール大会①
⑯吾郷杯レディースバレーボール大会②
⑰東京都社会人サッカー2部リーグ12節（青梅FC vsみずほFGサッカー部）
TCN Culture Hall
⑮EXPANSION VOL.1 - Brakin’ Solo Battle
⑯emanation Dance Studio 発表会 HIPHOP DANCE TRAIN Vol.15
山歩き、街歩き、森歩き、三田りょうのラララで行こう!
⑥初日の出スポット

松尾雄治のスポーツ大好き！ウチの子No.1
⑥アンプティサッカー日本代表 高橋良和さん

8日
朗読
⑫「新・平家物語」吉川英治 
スポーツなんでも実況！杉村
⑱東京都還暦野球秋季リーグ（青梅vs国立）
TCN Culture Hall
⑰にしたまカウビーチフェス in しろうたカフェ
⑱第20回はむらふるさと祭り 前編
⑲第20回はむらふるさと祭り 後編
⑳オペラ ヘンゼルとグレーテル ～西多摩・子どもオ
ペラ教室講師による夢の物語～
マルかじり出張所「こまる発信基地」
⑥横田基地 ハロウィン特集/ヒノトントンZOOクジャク舎
ちゃりっ娘マヤの冒険
⑥大久野イルミネーション2022 

9日
スポーツなんでも実況！杉村
⑲東京都還暦野球秋季リーグ（青梅vs国分寺） 

10日
TCN Culture Hall
㉑第二十回 千衛里会 日本舞踊勉強会 ～その２～

11日
スポーツなんでも実況！杉村
⑳東京都社会人サッカー 2部リーグ13節（青梅FC vs 
Tokyo2020FC）

12日
TCN Culture Hall
㉒青梅児童合唱団 第44回定期演奏会 -創立45周年-

13日
スポーツなんでも実況！杉村
㉑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（菅生中 vs 青梅二）

14日
TCN Culture Hall
㉓福生青年会議所 45周年事業 STREET BEAT JUNGLE

15日
TCN Culture Hall
㉔女声コーラス 灯唱会 66周年記念演奏会
スポーツなんでも実況！杉村
㉒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（羽村二 vs 秋多中）
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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

　『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。1/2（月）～5（木）は正月15分版でお届けします。
■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 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

　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。2023年は兎年、ホップ・ステップ・ジャンプで飛躍の年
にしちゃいましょう。1
月は運気向上に繋がる
開運グルメや開運アイ
テムなどをご紹介しま
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

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!
■青梅市民合唱団第55回定期演奏会
　（10月9日　福生市民会館大ホール　収録） ・・・・・・《17.19.21.22日》
■第27回 ハーモニカコンサート　～聴いてくれる人々がいる この幸せを～
　（10月16日　福生市民会館小ホール　収録） ・・・・《24.26.28.29日》
■青梅市芸術文化祭参加　第70回合唱祭
　（10月16日　福生市民会館大ホール　収録） ・・・・・・・《31.2/2.4.5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～
●9～13日 午前10:30/午後4:30/11:00/深夜5:00
●14・15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
は青梅市在住の漆芸家「二重作 櫻」（ふたえさく さくら）さんを紹介しま
す。漆器は使う程に美しさを増し独特の輝きを放ちます。地道にコツ
コツと制作に打ち込む二重作さんの漆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!
■2022還暦西部連盟秋季古希リーグ
  青梅シニアイーグルスvs八王子小宮ジャイアンツ
　（10月26日　昭島大神グラウンド　収録） ・・・・・・・・《16.18.20.22日》
■第63回青梅市民大会ビーチボール大会
　混成B準決勝・決勝戦 / 混成A決勝戦
　（11月13日　住友金属鉱山アリーナ青梅　収録） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
《23.25.27.29日》
■第63回青梅市民大会バレーボール6人制ミックス大会
　（11月20日　今井市民センター　収録） ・・・・・・・・・・・・《30.2/1.3.5日》

マルかじり出張所 こまる発信基地
●16～20日 午前10：00/午後0：00/3：30/8：15/10：15/深夜0：45
●21・22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！ １月のこまるは、武蔵御嶽神社の
お正月と鹿の肩甲骨を焙り、出来た割れ目でその年の豊作物の出来を
占う「太占祭」の様子をお伝えします。そして、御岳山、横田基地、ヒ
ノトントンZOOの代表者から、今年のご挨拶をお届けします。

山歩き、街歩き、森歩き、
三田りょうのラララ♪で行こう！
●23～27日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●28・29日 午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00/11:30/深夜2:00

　１月のラララ♪で行こう！は「青梅マラソンコースと梅の里を歩く」で
す。御嶽駅から青梅街道と吉野街道を歩き、青梅マラソンのフィニッシュ
地点を目指します。歩行距離は約12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!
『冬のほっこり丹波山村』
●9～13日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●14・15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２０２３年がいい年になるよう願いを込めて自転車で七福神巡
りを行います。あきる野市で行われている武蔵五日市七福神は平成２２
年に初開帳。東西５キロに点在するお寺や地蔵堂を自転車でのんびり巡
りながら、いい年になることを祈願しちゃいましょう！

ちゃりっ娘マヤの冒険
●16～20日 午前10：15/午後0：15/3：45/8：30/10：30/深夜1：00
●21・22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
『“動物の地名をめぐる自転車旅”で地域再発見』
●9～13日 午前10:45/午後4:45/11:15/深夜5:15
●14・15日 午前10:45/午後4:45/6:45（日なし）/8:45/深夜5:15（日なし）

　今回は羽村市の社交ダンスサークル「ひまわり」を紹介します。リー
ダーの鈴木信子さんと企画運営の岡根博之さんを中心に会員は15人。
元世界選手権日本代表の久保圭司・和音先生
の指導のもと、ラテンダンスを専門に生涯学
習センターゆとろぎで練習をしています。「ラ
グビーで鍛えたステップで踊っちゃおうか
な？」と松尾雄治氏もシャル・ウィ・ダンス？

松尾雄治のスポーツ大好き！ ウチの子No.1！
●30～2/3日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●2/4・5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
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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

新春特別番組「ブラはむら（仮）」
　テレビはむらのレポーターが羽村市内を
ブラブラとお散歩し、羽村の魅力を紹介し
ていく「ブラはむら（仮）」のコーナー。今回
は昨年に引き続き、羽村市長が出演しま
す！ 羽村市長と一緒に市内の色々なところ
に行ってきましたので、ぜひご覧ください。
※番組内容は変更となる場合があります。

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。羽村市秘書広報課までご連絡ください。 
☎ 042-555-1111（内線505）

■2日 #40　禁忌の炎　迫る人類の岐路
 （1944-1945 ①）
■9日 #41  禁忌の炎　迫る人類の岐路
 （1944-1945 ②）
■16日　#42  禁忌の炎　迫る人類の岐路
 （1944-1945 ③）
■23日 #43  終戦　混迷の再出発
 （1946-1947 ①）
■30日 #44  終戦　混迷の再出発
 （1946-1947 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

■WINGS　つばさ 前篇　［1927年/72分］
《放送日:2.7.12.17.22.27日》

■WINGS　つばさ 後篇　［1927年/75分］
《放送日:3.8.13.18.23.28日》

■THE THIEF OF BAGDAD　バグダッド
の盗賊 　［1940年/106分］

《放送日:4.9.14.19.24.29日》
■ROPE　ロープ  ［1948年/80分］

《放送日:5.10.15.20.25.30日》
■Stagecoach　駅馬車  ［1939年/97分］

《放送日:6.11.16.21.26.31日》

ＴＣＮなつかしの名作映画劇場  特集「新春 娯楽大作」
～日本語字幕版～
●毎日　午後0：30/深夜3：00（日なし）

■令和4年魚吹（うすき）八幡神社秋祭り
　「津の宮のちょうちん祭り」の別名で知られ
る、姫路市網干区の魚吹八幡神社秋祭り。宵
宮の夜、高張り提灯を練り合わせる幻想的か
つ勇壮な「ちょうちん練り」や檀尻、神輿、獅
子舞が「祭り絵巻」を繰り広げます。〈姫路ケー
ブルテレビ（兵庫県姫路市）〉

Cチャンネル
●28日　午後1：00

　あの名作アニメを英語で楽しみましょう。
■2日 スーパーマン／あしたは結婚式　他
■9日 メカ・モンスター／タクシー合戦　他
■16日 10億ドルを守れ！／ポパイの高いびき　他
■23日 北極の大怪物／ピクニック騒動　他
■30日 弾丸よりも速く／ポパイの幽霊船　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

■2日～ #31 くだまつパブリックゴルフ ラ
ウンド編⑤、#32 ラウンド編⑥

■16日～ #33 くだまつパブリックゴルフ ラ
ウンド編⑦、#34 アルバトロス お
悩みレッスン編①

■30日～ #35 アルバトロス レッスン編②、
#36 ゴルフシミュレーションスタ
ジオ ゴルチョで遊ぼう！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

■山梨・甲府　里山の宝石 オオムラサキと
ともに
　その美しさから「里山の宝石」とも呼ばれる
国蝶・オオムラサキ。長年に渡り北杜市でオ
オムラサキの保護と生息域である里山の再
生活動を行っている「自然とオオムラサキに
親しむ会」の想いを伝える。〈日本ネットワー
クサービス〉

●16～20日 午前10:30/午後11:00
●21・22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。
■桂歌助「御神酒徳利」～歌助一笑会
■春風亭勢朝「井戸の茶碗」「紺屋高尾」～高
度勢朝の会
■古今亭志ん輔「三十石」～志ん輔の会 他

寄席チャンネル《落語》
●毎日　午前8：00

■茨城・日立　日の立ち昇るところ、領内一
　「日の立ち昇るところ領内一」水戸光圀の
言葉から生まれた日立市。海岸線の断崖絶
壁には鵜飼地にウミウを供給する日本唯一
の捕獲場がある。国内に3人しかいない技術
者の捕獲の瞬間は必見だ。〈JWAY〉

●16～20日 午後4:30/深夜5:00
●21・22日 午後4:30/8:30/深夜5:00（日なし）

壮観劇場

■EdTechの進化～VRを活用した最新の英
語学習とは～
　コロナ禍でのオンライン授業の提供な
ど、教育にテクノロジーの利活用が欠かせ
なくなっています。EdTech（Education＆
Technology）の一例として、VRを使用した
英語教育の実践例、現時点での課題と今後
の可能性についてご紹介します。〈監修／中
央大学国際情報学部 斎藤裕紀恵 准教授〉

●2～6日 深夜5:00
●7・8日 午後11:30/深夜2:00

知の回廊

　TCNキャスター陣がお届けする朗読。2023
年は兎年！ 干支のうさぎやお正月にちなんだ
話から今年のザ・朗読アワーを始めます！
■①「からすとうさぎ」小川未明　他　〈23日
～29日〉
■②「半七捕物帳 雪達磨」岡本綺堂　〈30日～
2/5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）
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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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6 6
7 7
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TDN Presents◇30 いんふぉめーしょんあわー
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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。
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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

2023.1 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 ・年頭あいさつ

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　三田りょうのラララ♪で行こう！
　東京の西部、西多摩地区のウォーキング・トレッキングスポットを紹
介する番組です。
　案内役は地元出身の演歌歌手、三田りょうさん。コース途中の観光
名所と共にさまざまな唄が飛び出します。今回は青梅七福神を紹介し
ます。どうぞお楽しみに!（多摩ケーブルネットワーク　制作）

■16日～31日　アスビト 大野農園 大野美千代さん（高
畠町）
　高畠町高安で約20種類以上のブドウを栽培しながら、町内
の女性農業者団体の代表を務める大野さん。様々な人と関わ
りながら楽しく栽培に取組む様子をお伝えします。（ニューメ
ディア 米沢センター　制作）

●1.2.3日 午前10:00/
 午後6:00/11:00

年頭あいさつ

　地元選出議員、市長、市議会議長
に年頭のあいさつをしていただきま
す。
衆議院議員/井上信治
東京都議会議員/清水康子・田村利光・
 森村隆行
青梅市長/浜中啓一
福生市長/加藤育男
羽村市長/橋本弘山
青梅市議会議長/鴨居孝泰
福生市議会議長/清水義朋
羽村市議会議長/中嶋勝

101ch

島根銀行Presents NON STYLE が行く松江旅おすすめスタイル！
●1.8.15.22.29日　午後6:00
　NON STYLEの二人が、島根県松江市を旅します。案内してくれるのは、地元
島根銀行の素敵な女性行員さん。国宝の松江城や、宍道湖のクルージングなどを
楽しみます。松江城では、武者が登場。島根県住みます芸人や地元の女子高生、ま
た島根銀行頭取も、NON STYLEをおもてなし。宍道湖の夕日、地元食材の絶品
グルメ、松江の魅力満載の珍道中をお楽しみください。

香南っ子映像倶楽部（第48回日本ケーブルテレビ大賞番組アワード コミュニティ部門優秀賞）
●7.14.21.28日　午後7:00
　香南ケーブルテレビと香南市中央公民館が共同でリポーターやナレーター
などをやってみたい小中学生を募集し、2018年に発足したサークル「香南っ
子映像倶楽部」。今回の番組では、２つの企画に小中学生が挑戦。コロナ感染者
への差別を辞めようというシトラスリボン運動を広げる企画。もう１つは「ド
ライブスルーで夏祭り」。自分たちで催し物を考えてボランティアに挑戦する。

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

©BSよしもと

制作 一般社団法人香南ケーブルテレビ


