
プログラムガイド 
12月12日(土)～12月18日
(金) 

 
番 組 表 

11ch 

 
 
 
 

 

※番組内容は告知なく変更になる場合がございます。ご了承ください。 

           TEL  042-974-3611 

    7:00  ごきげん体操 
   :05    飯能市役所インフォメーション 
     :15    寺山修司をよむ 第5章 手紙 
     :30  街コロアーカイブ カワセミ街道 ◇玉手箱 
   8:00    ほっとトピックス・お店のわ 
   8:30    QVC 
 10:00    (土)アニマルプラ(日)ディスカバリー   
 11:00    特番 日本CATVアワード作品⑩ 
      介助犬が輝くミライのために(愛知県） 

 12:00    街コロ アーカイブ2007  
      日高日和 カワセミ街道 清流苑   ◇玉手箱 
   :30    ほっとトピックス・お店のわ 
 13:00    ショップチャンネル 
 14:00  飯能市役所インフォメーション 
 14:10    THE MAKING パイナップル缶◇助手席 
 14:30  彩の国テレビ情報局12月号 
 15:00    ショップチャンネル 
 16:00  生活情報「ヒザ痛緩和」 
   :30    子育てTVハピクラ(キッズステーション) 

 17:00    (土)ディズニーチャンネル (日)XD 
 17:30  横浜ミストリー大工の棟梁と西洋建築 
 18:00    街コロアーカイブ カワセミ街道   ◇玉手箱 
     :30    ほっとトピックス・お店のわ 
 19:00  飯能市役所インフォメーション 
 19:10    寺山修司をよむ 第5章 手紙     ◇助手席  
 19:30    OSK (土)三銃士 (日)巴里のアメリカ人  
 20:00  街コロアーカイブ カワセミ街道 ◇玉手箱 
 20:30    ほっとトピックス・お店のわ 
 21:00    QVC 
 22:00  飯能市役所インフォメーション 
   :10  街コロ アーカイブ カワセミ街道 ◇玉手箱 
   :40    THE MAKING パイナップル缶◇助手席 
 23:00  ショップチャンネル 
         

    「介助犬」ご存知ですか？    
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※番組内容は告知なく変更になる場合がございます。ご了承ください。 

           TEL 042-974-3611 

  7:00    ごきげん体操 ◇飯能市役所インフォ 
  7:15  情報玉手箱 
    :30    早置き情報(ゴミ収集日) 
  8:00    QVC 
  9:00  飯能市役所インフォメーション     
  9:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
  :30  街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱 
10:00  ほっとトピックス・お店のわ 
10:30    QVC 
12:00  ほっとトピックス・お店のわ 
12:30    街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱     
13:00  ショップチャンネル 
14:00  飯能市役所インフォメーション 
14:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
    :30  生活情報 「ヒザ痛緩和」 
15:00  ショップチャンネル 
16:00    週間いるま(入間CATV） 
17:00    彩の国テレビ情報局12月号 
17:30  横浜ミストリー大工の棟梁と西洋建築 
18:00    飯能市役所インフォメーション 
  :10    寺山修司をよむ 第5章 手紙◇助手席 
  :30    街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱 
19:00    ほっとトピックス・お店のわ 
19:30  ディズニーチャンネル 
20:00  特番 日本CATVアワード作品⑩ 
    介助犬が輝くミライのために(愛知県） 

21:00    QVC 
22:00    飯能市役所インフォメーション      
22:10  街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱     
22:40  寺山修司をよむ 第5章 手紙♢助手席   
23:00  ショップチャンネル 
 

街コロアーカイブはカワセミ街道探訪！ 
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※番組内容は告知なく変更になる場合がございます。ご了承ください。 

           TEL 042-974-3611 

  7:00    ごきげん体操 ◇飯能市役所インフォ 
  7:15  情報玉手箱 
    :30    早置き情報(ゴミ収集日) 
  8:00    QVC 
  9:00  飯能市役所インフォメーション     
  9:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
  :30  街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱 
10:00  ほっとトピックス・お店のわ 
10:30    QVC 
12:00  ほっとトピックス・お店のわ 
12:30    街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱     
13:00  ショップチャンネル 
14:00  飯能市役所インフォメーション 
14:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
    :30  生活情報 「ヒザ痛緩和」 
15:00  ショップチャンネル 
16:00    知っチャオマイタウン(狭山CATV） 
17:00    彩の国テレビ情報局12月号 
17:30  横浜ミストリー大工の棟梁と西洋建築 
18:00    飯能市役所インフォメーション 
  :10    寺山修司をよむ 第5章 手紙◇助手席 
  :30    街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱 
19:00    ほっとトピックス・お店のわ 
19:30  ディズニーXD 
20:00  特番 日本CATVアワード作品⑩ 
    介助犬が輝くミライのために(愛知県） 

21:00    QVC 
22:00    飯能市役所インフォメーション      
22:10  街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱     
22:40  寺山修司をよむ 第5章 手紙♢助手席   
23:00  ショップチャンネル 
 

パイナップル缶作り方より食べたい！ 
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※番組内容は告知なく変更になる場合がございます。ご了承ください。 

           TEL 042-974-3611 

  7:00    ごきげん体操 ◇飯能市役所インフォ 
  7:15  情報玉手箱 
    :30    早置き情報(ゴミ収集日) 
  8:00    QVC 
  9:00  飯能市役所インフォメーション     
  9:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
  :30  街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱 
10:00  ほっとトピックス・お店のわ 
10:30    QVC 
12:00  ほっとトピックス・お店のわ 
12:30    街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱     
13:00  ショップチャンネル 
14:00  飯能市役所インフォメーション 
14:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
    :30  生活情報 「ヒザ痛緩和」 
15:00  ショップチャンネル 
16:00    週間いるま(入間CATV） 
17:00    彩の国テレビ情報局12月号 
17:30  横浜ミストリー大工の棟梁と西洋建築 
18:00    飯能市役所インフォメーション 
  :10    寺山修司をよむ 第5章 手紙◇助手席 
  :30    街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱 
19:00    ほっとトピックス・お店のわ 
19:30  ディズニーチャンネル 
20:00  特番 日本CATVアワード作品⑩ 
    介助犬が輝くミライのために(愛知県） 

21:00    QVC 
22:00    飯能市役所インフォメーション      
22:10  街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱     
22:40  寺山修司をよむ 第5章 手紙♢助手席   
23:00  ショップチャンネル 
 

「横浜ミストリー」清水建設創業者のお話し！ 
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※番組内容は告知なく変更になる場合がございます。ご了承ください。 

           TEL 042-974-3611 

  7:00    ごきげん体操 ◇飯能市役所インフォ 
  7:15  情報玉手箱 
    :30    早置き情報(ゴミ収集日) 
  8:00    QVC 
  9:00  飯能市役所インフォメーション     
  9:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
  :30  街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱 
10:00  ほっとトピックス・お店のわ 
10:30    QVC 
12:00  ほっとトピックス・お店のわ 
12:30    街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱     
13:00  ショップチャンネル 
14:00  飯能市役所インフォメーション 
14:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
    :30  生活情報 「ヒザ痛緩和」 
15:00  ショップチャンネル 
16:00    知っチャオマイタウン(狭山CATV） 
17:00    彩の国テレビ情報局12月号 
17:30  横浜ミストリー大工の棟梁と西洋建築 
18:00    飯能市役所インフォメーション 
  :10    寺山修司をよむ 第5章 手紙◇助手席 
  :30    街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱 
19:00    ほっとトピックス・お店のわ 
19:30  ディズニーXD 
20:00  特番 日本CATVアワード作品⑩ 
    介助犬が輝くミライのために(愛知県） 

21:00    QVC 
22:00    飯能市役所インフォメーション      
22:10  街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱     
22:40  寺山修司をよむ 第5章 手紙♢助手席   
23:00  ショップチャンネル 
 

今年も残すところ2週間！ 
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※番組内容は告知なく変更になる場合がございます。ご了承ください。 

           TEL 042-974-3611 

  7:00    ごきげん体操 ◇飯能市役所インフォ 
  7:15  情報玉手箱 
    :30    早置き情報(ゴミ収集日) 
  8:00    QVC 
  9:00  飯能市役所インフォメーション     
  9:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
  :30  街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱 
10:00  ほっとトピックス・お店のわ 
10:30    QVC 
12:00  ほっとトピックス・お店のわ 
12:30    街コロ アーカイブ カワセミ街道◇玉手箱     
13:00  ショップチャンネル 
14:00  飯能市役所インフォメーション 
14:10    THE MAKING パイナップル缶    ◇体操 
    :30  生活情報 「ヒザ痛緩和」 
15:00  ショップチャンネル 
16:00    週間いるま(入間CATV） 
17:00    彩の国テレビ情報局12月号 
17:30  横浜ミストリー大工の棟梁と西洋建築 
18:00    飯能市役所インフォメーション 
  :10    寺山修司をよむ 第5章 手紙◇助手席 
  :30    街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱 
19:00    ほっとトピックス・お店のわ 
19:30  ディズニーチャンネル 
20:00  特番 日本CATVアワード作品⑩ 
    介助犬が輝くミライのために(愛知県） 

21:00    QVC 
22:00    飯能市役所インフォメーション      
22:10  街コロ アーカイブ カワセミ街道♢玉手箱     
22:40  寺山修司をよむ 第5章 手紙♢助手席   
23:00  ショップチャンネル 
 

寺山修司の手紙 読んでみよう！ 


