
　第21節-4　ウィガン vs. マンチェスター・ユナイテッド 
　　　　　　 13/01/01 (火) 23:54～26:24 (生中継)
　第21節-3　サウサンプトン vs. アーセナル　
　　　　　　 13/01/01 (火) 26:24～29:00 (生中継)
　第21節-2　チェルシー vs. QPR 
　　　　　　 13/01/03 (木) 04:39～07:15 (生中継)
　第22節-1　13/01/12 (土) 23:54～26:24 (生中継)
　第22節-4　マンチェスター・ユナイテッド vs. リヴァプール
　　　　　　 13/01/13 (日) 22:24～24:54 (生中継)

　第22節-3　アーセナル vs. マンチェスター・シティ 
　　　　　　 13/01/13 (日) 24:54～27:30 (生中継)
　第23節-1　13/01/19 (土) 23:54～26:24 (生中継)
　第23節-3　チェルシー vs. アーセナル 
　　　　　　 13/01/20 (日) 22:24～24:54 (生中継)
　第23節-4　トッテナム vs. マンチェスター・ユナイテッド 
　　　　　　 13/01/20 (日) 24:54～27:30 (生中継)
　第24節-1　13/01/30 (水) 04:39～07:30 (生中継)
　第24節-4　マンチェスター・ユナイテッド vs. サウサンプトン 
　　　　　　 13/01/31 (木) 04:54～07:30 (生中継)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※生中継枠追加の場合あり　　　

Photo：アフロ、Photo by Getty Images
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【放送予定】※変更の場合あり

フェルナンド・トーレス（チェルシー） 宮市亮（ウィガン） 香川真
司（マンチェスター・ユナイテッド） セルヒオ・アグエロ（マン
チェスター・シティ）　吉田麻也（サウサンプトン）　世界を代
表する強豪チームがハイレベルなサッカーを展開。
サッカーの母国、イングランドNo.1の栄冠を目指す世界屈指
のサッカーリーグ、イングランド プレミアリーグ。
いよいよプレミアリーグも後半戦に突入し、さらなる激戦が予
想される。
そして冬の移籍市場も開き、各チームとも後半戦に向け、戦力
の見直しに力を入れる月となるだろう。
J SPORTSでは毎節5試合以上を生中継を中心にお届け。香川
真司が所属するマンチェスター・ユナイテッド戦は徹底生中継！
またプレビューショー、ハイライトなどの関連番組や、【J 
SPORTS 2】の月曜日には週末に行われた試合を一気に振り
返る“ゲツサカ！”などもオンエア！

J SPORTS １、J SPORTS 2、飯能日高テレビ「エンジョイタイプ」「ドリームタイプ」で放送中！
J SPORTS ４　飯能日高テレビ　ペイチャンネルで放送中！



登場！楽 録らくろく
HDD

CABLE

ブルーレイブルーレイ

63,000円TZ-HDW600P 250GBハードディスク内蔵

●HDD内蔵、ダブルチューナー搭載　●ホームネットワーク機能を搭載　●コンパクト＆省電力
幅36cm・高さ5.9cm・奥行き23.9cm

◎弊社にてお取り付けをご希望の場合は、お取り付け費4,200円（1台につき、部品代別）が必要です。
「楽録」のセットトップボックス（TZ-BDW900P・TZ-HDW600P）は飯能日高テレビにご加入のお客様への販売の商品です。レンタルサービスは行っておりません。

※受信チューナー専用タイプのSTBレンタルも、ございます。詳しくは、お問合せ下さい。

観る観る観る 録る録る録る 残す残す残す

ケーブルテレビの
デジタル放送対応

●ハイビジョン番組の録画はSTB1台でカンタン!
　●録画予約も、再生もカンタン!
　　●チューナー・録画機器一体型でお部屋スッキリ!
　　　●Wチューナーなので同時に2番組の録画が可能!
　　　　●大容量ハードディスクで、たっぷり録画!!

楽 録らくろく
HDD

CABLE

　 レコーダー  
　　購入を
お考えの方に
特におすすめ
　　します。

TVとこれ1台あれば大丈夫
買取なので月々のレンタル料も不要です。

デジタル放送をデジタル放送をデジタル放送を

HDD内蔵/Wチューナー搭載CATVデジタルSTB楽 録らくろく
HDD

CABLE

地上 BS CS

HANNO

HIDAKA

TEL042-974-3611
http://www.tv-hanno.co.jp/

ホームページアドレス
info@tv-hanno.co.jp
メールアドレス

飯能市小久保19ー1

観る観る観る 録る録る録る

98,700円TZ-BDT910P 

3D映像を高画質で再生
次世代ブルーレイディスク対応STB（セットトップボックス）

●ブルーレイ3Dディスク再生

●高画質な長時間録画が可能
●大容量のブルーレイディスク「BDXLTM」

ブルーレイ
ディスクドライブ

＋
500GB HDD

BS デジタル放送の録画時、
DR モードとHZ モードの比較

W15倍 長時間
録画

500GBハードディスク内蔵

幅43cm・高さ5.9cm・奥行き24.9cm

「防災おしらせサービス」

■お客様ご自身により簡単に設置ができます

■地域の防災情報をCATV回線ですばやくお知しらせ

■「防災おしらせサービス」料金のご案内

※ご希望により出張お取り付けも可能です。

〈実例〉2011年3月11日14時46分頃東日本大震災「飯能市震度4」を45秒前に速報いたしました。

政　府 国民保護情報
気象情報

お客様

ご加入者

●月額利用料 ●初期費用（登録料）
防災おしらせサービス情報料 無料 ご加入者無料防災おしらせサービス端末レンタル料

自治体
防災行政無線
（防災はんのう）
（防災ひ だ か）

気象庁 緊急地震速報

震度○の
　　地震

が○秒後
に

　　　　
来ます!

○○で火災発生…

雨量が○ミリを超え
　　　　土砂災害の…

CDケース並みの大きさで、
とてもコンパクト、場所を取りません。

※基本テレビサービス（1,260円/月）をご利用中のお客様が対象となります。※一部のエリア、集合住宅では、サービスの提供が出来ない場合がございます。

〈寸法：148H×148W×28.5Dmm〉



このコーナーは毎回、飯能の
歴史・文化を紹介していきます（　　　　　）

郷土館からのお知らせ 「むかしのくらし　－民家の台所再現－」　　　　　１月５日㈯から２月11日㈪まで

「宝珠洞」は岩殿観音の観音窟か？
　特別展「山上の霊地」で紹介した４つの霊地に関係する資料を見ていたところ、気になる一文を見つけました。資料の名
は『吾野観音霊験記』と言い、昭和９年（1934）に大野嘉太郎（大野鉄人）によって著作・発行されたものです。
　“気になる一文”は子ノ権現とその縁起を紹介する頁にあります。19世紀前半以前の成立と
考えられる子ノ権現の縁起では、子ノ山に巣食う鬼達が子ノ聖の周囲に火を放った際、十
一面観音の化身である天龍が子ノ聖を助け、その後宝珠洞に帰って行くのですが、大野嘉
太郎はその場面で「（前略）～天龍は十一面観世音と変じて岩殿山の宝珠洞に入り給う～
（後略）」と書いています。つまり「宝珠洞」を岩殿観音の観音窟としているのです。
　実は、天文12年（1543）に記されたとされる「長昌山龍穏寺境地因縁記」（越生町の龍
穏寺の縁起）中に「大峯・桂木・多武峯・泉井・堂沢・比企・宝珠、七所観音霊場在」と
あり、以前から七つの観音霊場の一つである「宝珠」と子ノ権現の縁起に見られる「宝珠
洞」との関係性が気になっていたところでした。
　現時点では、「宝珠洞」は岩殿観音の観音窟、というのが大野嘉太郎の創作なのか、そ
れとも地元でそのように伝承されていたのか、はっきりとわかりません。しかし、もし古
くから地元で伝承されていた場合には、子ノ権現の縁起の成立や、岩殿観音の観音窟の名
称を考える上で、とても興味深い言説であると言えそうです。　　　　　　　　（村上）

「That's ! 郷土館」
ザッツ

プログラムガイド常設協力店（敬称略順不同）
　飯能市　安藤木材株式会社、一の瀬商店、犬竹電機（株）、大塚美容室 本店、大塚美容室 緑町店、大久保モータース、大里屋本店、オツキ時計店、柿沼呉服店、ドラッグストアチェーン バイゴー白子店、でんきのセキド、加治公民館、双柳公民館、ムサシヤ呉服店、
マミーマート、加治東公民館、カットインK、カットサロンタツオ、銀座商店街事務所、銀座堂時計店、小峯乳業店、コメリハードアンドグリーン原市場店、さくへい、さむらい接骨院、サビア、さわらびの湯、（有）芝元自動車板金塗装専門工場、シバ美容室、JAいるま野　
飯能市内各店舗、スナック舞、住田屋食堂、せいたろう、精明公民館、関根商会、西武飯能ぺぺ（ぺぺカウンター）、たいらや原市場店、中央公民館、長寿庵、千歳屋、津軽三味線小山流貢治会、第二区公民館、お食事処　西山、パソコンサポートPCネット、花京、
バーバーアキヤマ、濱中自動車工場、中華茶屋、原市場公民館、原市場福祉会館、飯能市観光案内所、飯能市役所　広報課、飯能自動車学校、飯能ニッサン自動車、ビューティーサロンジュノン、ビューティーサロンマリモ、ビューティー　美和、平沼理容室、プチ・ボヌール、
ヘアーサロンアサミ、ベルク飯能緑町店、マサカヤ薬局、マハロ喫茶店、ますだ理容店、富士見公民館、美杉台公民館、武蔵野銀行飯能支店、村田電機商会、めいわどう、ラーメン　好美、理髪　正次、理容　ロード、山中理容室、ヤオコー飯能店、わかば幼稚園、
南高麗公民館　　日高市　エコス高萩店、オザム高麗川店、高麗公民館、高麗川公民館、高麗郵便局、西武プロパティ（飯能・日高営業所）、関口電気、ドラッグストアチェーン バイゴー高萩店、TSUTAYA高麗川店、高萩北公民館、ベイシア日高モール、ファミリー丸広、
日高下鹿山郵便局、日高市立図書館、ひだかアリーナ、みどりや、ヤマザキショップ上鹿山店、フォーユードラッグ、ベイシア電器、はくば、あぐれっしゅ日高中央農産物直売所

料金のご案内 ※消費税込

ケーブルテレビ導入済みの集合住宅

※ブースター（CATV）、分配器が必要な場合は実費負担となります。　※セットトップボックスは、テレビ1台に付1台となります。
※集合住宅や工事方法によっては、工事費が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。　※加入金につきましては分割のお支払い方法もございます。
＊ お客様宅内のテレビ配線状況により、対応できない場合やブースター等の交換が必要な場合があります。集合住宅においても同様です。

10,500円　　
4,200円　　

1,050円/月/台
2,520円/月/台
1,470円/月/台

セットトップボックス（STB）加入金
セットトップボックス取付費（1台につき、部品代別）
セットトップボックス利用料
ドリームタイプ22ch利用料
エンジョイタイプ19ch利用料

4,200円セットトップボックス取付費（1台につき、部品代別）73,500円加　入　金（一戸建標準工事費含む）

（「BSデジタルコース」・「ドリームタイプ・エンジョイタイプ」のお客様のみ必要です）既にご加入のお客様は不要です（集合住宅は除く）
集
合
住
宅

Ｔ
Ｖ
放
送
チ
ャ
ン
ネ
ル

スポーツ
J sports 1
J sports 2
J sports 3
日テレG＋
GAORA
ゴルフネットワーク
ニュース＆ドキュメンタリー
ディスカバリーチャンネル
日テレNEWS24
ヒストリーチャンネルTM
ドラマ＆娯楽
時代劇専門チャンネル
ファミリー劇場
LaLa TV

音楽
スペースシャワーTV
MTV
アニメ
キッズステーション
ディズニーXD
エンターテイメント
ディズニー・チャンネル
ショッピング
QVC
ショップチャンネル

朝日ニュースター（HD）
フジテレビ ONE（HD）
フジテレビ TWO（HD）

BSデジタル放送 エンジョイタイプ
ドリームタイプ

デジアナ 地上デジタル
NHK総合

QVC（ショッピング）
NHK教育
日本テレビ
飯能日高テレビ
TBSテレビ
フジテレビ
テレ玉
テレビ朝日

ショップチャンネル
テレビ東京

NHK総合
NHK教育
日本テレビ
テレビ朝日
TBSテレビ
テレビ東京
フジテレビ
テレ玉
tvk

TOKYO MX
チバテレビ
放送大学

飯能日高テレビ

NHKBS1

NHKBS2プレミアム

BS日テレ

BS朝日

BS－TBS

BSジャパン

BSフジ

BSイレブン

Twellv

Dlife

地 上 放 送

スター・チャンネルBS（1台につき）
加入料飯能日高テレビなら無料

衛星劇場HD（1台につき）
利用料2,100円／月

CSデジタル放送のご視聴には、セットトップボックスのご利用が必要です。

KNTV HD（1台につき）
利用料3,150円／月

J sports 4 HD（1台につき）
利用料1,365円／月

グリーンチャンネル1.2 HD（1台につき）
利用料1,260円／月

フジテレビNEXT HD（1台につき）
利用料1,２６０円／月

東映チャンネルHD（1台につき）
利用料1,575円／月

CS
デジタル
放送

セ BS
デジタル
放送

地上デジタル
（デジアナ）
放送

基

1,470円／月／台

1,050円／月／台

1,260円／月

地上デジタル
（デジアナ）
放送

※地上デジタル放送のご視聴には
　内蔵及び対応・チューナーが
　必要です。

月
額
利
用
料

初
期
費
用

※上記の基本利用料及びセットットップボックスには、NHKの受信料（一般カラー及び衛星放送）は含まれておりません。
※基本利用料は、半年払い、1年払いのお支払い方法もございます。（割引あり）

ンジョイタイプ19ｃｈ

ットトップボックス利用料

本料金

※CSデジタル放送のご視聴には、
　セットトップボックスのご利用が
　必要です。

ド
エ

CS
デジタル
放送2,520円／月／台

リームタイプ22ch ※CSデジタル放送のご視聴には、
　セットトップボックスのご利用が
　必要です。

デジタルWOWOW（1台につき）
利用料2,415円／月

利用料2,100円／月

「山上の霊地」をめぐって　②

『吾野観音霊験記』

2013年
1月24日（木）
スタート
（予定）

インターネットサービスが料金そのまま

スピードアップ!
飯能日高テレビのインターネットサービスは2013年1月24日（木）より大幅増速を予定しております。
料金はそのままで快適なインターネット環境をご提供いたします。

さんじょう

りゅうおんじ

おおみね とうのみね




