
プログラムガイド
4月30日(土)～5月6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 天狗倉山とオチョボ岩
7:30   (土)街コロ 奥武蔵寺社の桜 ◇玉手箱

(日)街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱
8:00   ほっとトピックス
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)街コロ 奥武蔵寺社の桜 ◇玉手箱

(日)街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱
12:30   ほっとトピックス
13:00     ショップチャンネル

14:00 飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
14:15   飯能市新井市長特別インタビュー ほか
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   ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:00   あいラブせんりゅう「積む」
17:30   爆旅道中記 天草の最南端を目指す旅
18:00   (土)街コロ 奥武蔵寺社の桜 ◇玉手箱

(日)街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱
18:30   ほっとトピックス
19:00   飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
19:15   つばたdeサイエンス 音
19:30 OSK(土)(日)サリエリ＆モーツァルト②③

20:00   飯能市新井市長特別インタビュー ほか
20:45   お口の健康体操
21:00   高校生映画worldcup今日も明日も負け犬
22:00   飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15 伊勢美し国 天狗倉山とオチョボ岩
22:30 彩の国テレビ情報局
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  伊勢美し国 天狗倉山とオチョボ岩 ◇体操
:30 街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱

10:00 ほっとトピックス
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス
12:30  街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇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 ◇ちっとんべー体操
14:15  つばたdeサイエンス 音
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  飯能市新井市長特別インタビュー ほか
16:45  お口の健康体操
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  あいラブせんりゅう「積む」
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  街コロ 飯能まちロゲ2022
18:30  ほっとトピックス ◇玉手箱
19:15  飯能市新井市長特別インタビュー ほか

20:00  彩の国テレビ情報局5月号
20:30  高校生映画worldcup 今日も明日も負け犬
21:30  爆旅道中記 天草の最南端を目指す旅
22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  知っチャオマイタウン(狭山CATV)
23:15    ショップチャンネル

今年度の目玉事業は…
新井市長にじっくりと伺いました！！
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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  伊勢美し国 天狗倉山とオチョボ岩 ◇体操
:30 街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱

10:00 ほっとトピックス
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス
12:30  街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇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 ◇ちっとんべー体操
14:15  つばたdeサイエンス 音
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  飯能市新井市長特別インタビュー ほか
16:45  お口の健康体操
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  あいラブせんりゅう「積む」
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  街コロ 飯能まちロゲ2022

18:30  ほっとトピックス ◇玉手箱
19:15  飯能市新井市長特別インタビュー ほか
20:00  彩の国テレビ情報局5月号
20:30  高校生映画worldcup 今日も明日も負け犬
21:30  爆旅道中記 天草の最南端を目指す旅
22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  知っチャオマイタウン(狭山CATV)
23:15    ショップチャンネル

地図をもとに時間内に
チェックポイントを廻り得点を集めるスポーツ！

楽しそうですね！！
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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  伊勢美し国 天狗倉山とオチョボ岩 ◇体操
:30 街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱

10:00 ほっとトピックス
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス
12:30  街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇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 ◇ちっとんべー体操
14:15  つばたdeサイエンス 音
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  飯能市新井市長特別インタビュー ほか
16:45  お口の健康体操
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  あいラブせんりゅう「積む」
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  街コロ 飯能まちロゲ2022
18:30  ほっとトピックス ◇玉手箱
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21:30  爆旅道中記 天草の最南端を目指す旅
22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  知っチャオマイタウン(狭山CATV)
23:15    ショップチャンネル

高校生が製作した
ドキュメンタリー映画のアワード受賞作品！！
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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  伊勢美し国 天狗倉山とオチョボ岩 ◇体操
:30 街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱

10:00 ほっとトピックス
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス
12:30  街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇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 ◇ちっとんべー体操
14:15  つばたdeサイエンス 音
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  飯能市新井市長特別インタビュー ほか
16:45  お口の健康体操
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  あいラブせんりゅう「積む」
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  街コロ 飯能まちロゲ2022
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22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  知っチャオマイタウン(狭山CATV)
23:15    ショップチャンネル

男3人のぶっつけ本番の旅！
番組後半で入った中華店のラーメン

美味しそうです！！
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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。
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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  伊勢美し国 天狗倉山とオチョボ岩 ◇体操
:30 街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱

10:00 ほっとトピックス
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス
12:30  街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇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 ◇ちっとんべー体操
14:15  つばたdeサイエンス 音
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  飯能市新井市長特別インタビュー ほか
16:45  お口の健康体操
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  あいラブせんりゅう「積む」
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操

18:15  街コロ 飯能まちロゲ2022
18:30  ほっとトピックス ◇玉手箱
19:15  飯能市新井市長特別インタビュー ほか
20:00  彩の国テレビ情報局5月号
20:30  高校生映画worldcup 今日も明日も負け犬
21:30  爆旅道中記 天草の最南端を目指す旅
22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  知っチャオマイタウン(狭山CATV)
23:15    ショップチャンネル

今回の体操は つまづき防止の
ぬき足 さし足 しのび足 体操！

決して怪しい体操ではありませんよ !!


