
プログラムガイド
12月11日(土)～12月17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   伊勢美し国から 熊野古道の紅葉
7:30  (土)奥武蔵Museum ◇玉手箱

(日)街コロ おもちゃの丸見堂
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   ゴーゴー!のりものタウン(kizs-station)

11:30   ディズニーチャンネル
12:00   (土)奥武蔵Museum                ◇玉手箱

(日)街コロ おもちゃの丸見堂

12:30   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 ◇助手席 紅葉
14:15   フィットネス 引き締めヨガ◇やくも百景
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/毎日笑顔パクパク酵母くん

16:30   木らとあそぼう(由利本荘CATV)
17:00   クラフトビールに魅せられて(岐阜県釜戸)

17:45  とんと昔があったげな そば粉地蔵
18:00   (土)奥武蔵Museum ◇玉手箱

(日)街コロ おもちゃの丸見堂
18:30   ほっとトピックス/お店のわ
19:00  飯能市役所インフォ ◇助手席 紅葉
19:15   つばたdeサイエンス 電池のふしぎ
19:30   OSK(土)円卓の騎士⑥(日)新選組
20:00   特番 AJCアワード⑧ぼくを生きる

病気になったらやめないかんと？(福岡)
20:30   辰巳琢朗のワイン百景 山梨篇
21:00   長野県ご当地○○対決 おそば篇
22:00 飯能市役所インフォ ◇助手席 紅葉
22:15 フィットネス 引き締めヨガ◇やくも百景
22:30   彩の国テレビ情報局12月号
23:00 ショップチャンネル

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 早起き情報(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   つばたdeサイエンス 電池のふしぎ◇体操
:30 街コロ おもちゃの丸見堂 ◇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 おもちゃの丸見堂 ◇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 ◇助手席 紅葉
14:15   フィットネス 引き締めヨガ ◇やくも百景
14:30 「毎日笑顔」パクパク酵母くん
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   木らとあそぼう(由利本荘CATV)
17:30   ゴーゴー! のりものタウン(kizs-station)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   街コロ おもちゃの丸見堂 ◇助手席

18:30   ほっとトピックス/お店のわ
19:00   週間いるま(入間CATV）
20:00   特番 AJCアワード⑧ぼくを生きる

病気になったらやめないかんと？(福岡)

20:30   辰巳琢朗のワイン百景 山梨篇
21:00   長野県ご当地○○対決 おそば篇
22:00   飯能市役所インフォ ◇助手席 紅葉
22:15   伊勢美し国から 熊野古道の紅葉
22:30   彩の国テレビ情報局 ◇ショップチャンネル

飯能のおもちゃの老舗・丸見堂さん
女将さんと大久保キャスターの楽しいトーク
丸見堂さんから豪華X’masプレゼントも!

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 早起き情報(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   つばたdeサイエンス 電池のふしぎ◇体操
:30 街コロ おもちゃの丸見堂 ◇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 おもちゃの丸見堂 ◇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 ◇助手席 紅葉
14:15   フィットネス 引き締めヨガ ◇やくも百景
14:30 「毎日笑顔」パクパク酵母くん
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   木らとあそぼう(由利本荘CATV)
17:30   ゴーゴー! のりものタウン(kizs-station)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   街コロ おもちゃの丸見堂 ◇助手席
18:30   ほっとトピックス/お店のわ
19:00   週間いるま(入間CATV）
20:00   特番 AJCアワード⑧ぼくを生きる

病気になったらやめないかんと？(福岡)

20:30   辰巳琢朗のワイン百景 山梨篇
21:00   長野県ご当地○○対決 おそば篇
22:00   飯能市役所インフォ ◇助手席 紅葉
22:15   伊勢美し国から 熊野古道の紅葉
22:30   彩の国テレビ情報局 ◇ショップチャンネル

運動が命の危機に繋がる難病を発症した
小6の少年の夢はプロ野球選手になること。

懸命に生きる少年の姿に迫る!

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 早起き情報(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   つばたdeサイエンス 電池のふしぎ◇体操
:30 街コロ おもちゃの丸見堂 ◇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 おもちゃの丸見堂 ◇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 ◇助手席 紅葉
14:15   フィットネス 引き締めヨガ ◇やくも百景
14:30 「毎日笑顔」パクパク酵母くん
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   木らとあそぼう(由利本荘CATV)
17:30   ゴーゴー! のりものタウン(kizs-station)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   街コロ おもちゃの丸見堂 ◇助手席
18:30   ほっとトピックス/お店のわ
19:00   週間いるま(入間CATV）

20:00   飯能市議会12月定例会一般質問
椙田博之議員

21:00   長谷川順子 議員
22:00   栗原義幸 議員

23:00   ◇ショップチャンネル

今日から放送の一般質問
各議員は市民のために

どんな質問をするのでしょうか!!

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 早起き情報(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   つばたdeサイエンス 電池のふしぎ◇体操
:30 街コロ おもちゃの丸見堂 ◇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 おもちゃの丸見堂 ◇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 ◇助手席 紅葉
14:15   フィットネス 引き締めヨガ ◇やくも百景
14:30 「毎日笑顔」パクパク酵母くん
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   木らとあそぼう(由利本荘CATV)
17:30   ゴーゴー! のりものタウン(kizs-station)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   街コロ おもちゃの丸見堂 ◇助手席
18:30   ほっとトピックス/お店のわ
19:00   週間いるま(入間CATV）

20:00 飯能市議会12月定例会一般質問
武田一宏議員

21:00 新井 巧 議員
22:00 熊田尚子 議員

23:00 ショップチャンネル

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 早起き情報(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   つばたdeサイエンス 電池のふしぎ◇体操
:30 街コロ おもちゃの丸見堂 ◇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 おもちゃの丸見堂 ◇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 ◇助手席 紅葉
14:15   フィットネス 引き締めヨガ ◇やくも百景
14:30 「毎日笑顔」パクパク酵母くん
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   木らとあそぼう(由利本荘CATV)
17:30   ゴーゴー! のりものタウン(kizs-station)

18:00 飯能市役所インフォメーション
18:10   街コロ おもちゃの丸見堂 ◇助手席
18:30   ほっとトピックス/お店のわ
19:00   週間いるま(入間CATV）

20:00 飯能市議会12月定例会一般質問
滝沢 修 議員

21:00 野口和彦 議員
22:00 坂井悦子 議員

23:00 ショップチャンネル


