
プログラムガイド
5月8日(土)～5月14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
7:05   飯能市役所インフォメーション
7:15   ドローンの旅(滑川市) ◇助手席
7:30   街コロンブス ◇玉手箱
8:00   コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
8:30    QVC

10:00    (土)アニマルプラ(日)ディスカバリー
11:00   爆旅道中記 天草を巡る旅(天草ケーブル)
11:30   子育てTVハピクラ(キッズステーション)

12:00   街コロンブス ◇玉手箱
12:30   コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
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   クッキング 梅風味和風パスタ ◇助手席
14:30 彩の国テレビ情報局5月号
15:00      ショップチャンネル
16:00 生活情報「ヒザ痛緩和」

16:30   拝見山形テレビだんす 置賜の魅力発信
17:00   ディズニーチャンネル
17:30 子育てTVハピクラ(キッズステーション)

18:00   街コロ(土)こま武蔵台 グリスロ ◇玉手箱
(日)ノーラ名栗 グランドオープン

18:30   コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
19:00  飯能市役所インフォメーション
19:10   海士X 方言篇②(隠岐海士町)    ◇助手席
19:30   OSK (土) MyDear② (日)MyDear③
20:00 わらしべちゃんねる 舞台裏
20:45 寺山修司をよむ 書を捨て(三沢CATV）

21:00 QVC
22:00 飯能市役所インフォメーション
22:10 街コロンブス ◇玉手箱
22:40   脳トレ研究所(滑川市) ◇助手席
23:00 ショップチャンネル

新・街コロは
ノーラ名栗グランドオープンの話題！

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 ◇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   博士の脳トレ研究所(滑川市) ◇体操
:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱

10:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
10:30   QVC
12:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
12:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇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   クッキング 梅風味和風パスタ ◇体操
14:30 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5月号
17:30 子育てTVハピクラ(キッズステーション)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   海士X 方言篇②(隠岐海士町)   ◇助手席
18:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱
19:00   コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
19:30 ディズニーチャンネル
20:00 わらしべちゃんねる 舞台裏

20:45 寺山修司をよむ 書を捨て(三沢CATV）
22:00 飯能市役所インフォメーション
22:10   ドローンの旅(滑川市)            ◇玉手箱
22:40 街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇助手席
23:00 ショップチャンネル

「結城民話」制作の裏側を
お見せします！

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 ◇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   博士の脳トレ研究所(滑川市) ◇体操
:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱

10:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
10:30   QVC
12:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
12:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇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   クッキング 梅風味和風パスタ ◇体操
14:30 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5月号
17:30 子育てTVハピクラ(キッズステーション)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   海士X 方言篇②(隠岐海士町)   ◇助手席
18:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱
19:00   コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
19:30 ディズニーチャンネル
20:00 爆旅道中記 天草を巡る旅(天草ケーブル)

20:30 拝見山形テレビだんす 置賜の魅力発信

21:00 QVC
22:00   飯能市役所インフォメーション
22:10   ドローンの旅(滑川市)            ◇玉手箱
22:40 街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇助手席
23:00 ショップチャンネル

上杉謙信ゆかりの武将たちが

山形置賜の魅力と謎に迫るバラエティ！

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 ◇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   博士の脳トレ研究所(滑川市) ◇体操
:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱

10:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
10:30   QVC
12:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
12:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇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   クッキング 梅風味和風パスタ ◇体操
14:30 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5月号
17:30 子育てTVハピクラ(キッズステーション)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   海士X 方言篇②(隠岐海士町)   ◇助手席
18:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱
19:00   コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR

19:30 ディズニーチャンネル
20:00 わらしべちゃんねる 舞台裏
20:45 寺山修司をよむ 書を捨て(三沢CATV）
21:00 QVC
22:00   飯能市役所インフォメーション
22:10   ドローンの旅(滑川市)            ◇玉手箱
22:40 街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇助手席
23:00 ショップチャンネル

投稿ビデオ
石森社中「筍掘り」おもろい！

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 ◇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   博士の脳トレ研究所(滑川市) ◇体操
:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱

10:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
10:30   QVC
12:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
12:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇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   クッキング 梅風味和風パスタ ◇体操
14:30 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5月号
17:30 子育てTVハピクラ(キッズステーション)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   海士X 方言篇②(隠岐海士町)   ◇助手席
18:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱
19:00   コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
19:30 ディズニーチャンネル
20:00 爆旅道中記 天草を巡る旅(天草ケーブル)

20:30 拝見山形テレビだんす 置賜の魅力発信
21:00 QVC
22:00   飯能市役所インフォメーション
22:10   ドローンの旅(滑川市)            ◇玉手箱
22:40 街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇助手席
23:00 ショップチャンネル

天草の行ってみたい所を巡る旅

どんな所を紹介してくれるのでしょう！？

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 ◇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   博士の脳トレ研究所(滑川市) ◇体操
:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱

10:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
10:30   QVC
12:00 コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
12:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇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   クッキング 梅風味和風パスタ ◇体操

14:30 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5月号
17:30 子育てTVハピクラ(キッズステーション)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   海士X 方言篇②(隠岐海士町)   ◇助手席
18:30   街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇玉手箱
19:00   コロナ情報/ほっとトピックス/投稿VTR
19:30 ディズニーチャンネル
20:00 わらしべちゃんねる 舞台裏
20:45 寺山修司をよむ 書を捨て(三沢CATV）
21:00 QVC
22:00   飯能市役所インフォメーション
22:10   ドローンの旅(滑川市)            ◇玉手箱
22:40 街コロ ノーラ名栗Gオープン ◇助手席
23:00 ショップチャンネル

長崎県大村市発の料理番組
梅風味パスタ これからの時期はこれ！


