
プログラムガイド
5月7日(土)～5月13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   お地蔵ものがたり 安来市荒島町
7:30  (土)街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱

(日)街コロ フードパントリー ◇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 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱

(日)街コロ フードパントリー ◇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   釣るテレ 渓流イワナ(三陸Bnet)
17:30   おおのみキャンプ 高知の菓子を発信
18:00   (土)街コロ 飯能まちロゲ2022 ◇玉手箱

(日)街コロ フードパントリー ◇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   Cook!朝に野菜を食べよう スープ篇
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   大自然の旅 小浅間山④
21:00   高校映画worldcup今日も明日も負け犬②
21:45  エネル原人 重力と戦う鉄人原人
22:00   飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15 お地蔵ものがたり 安来市荒島町
22:30 彩の国テレビ情報局5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  お地蔵ものがたり 安来市荒島町◇体操
:30 街コロ 日高フードパントリー ◇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 日高フードパントリー ◇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  Cook!朝に野菜を食べよう スープ篇
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  大自然の旅 小浅間山④
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  釣るテレ 渓流イワナ(三陸Bnet)
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  街コロ 日高フードパントリー

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  高校映画worldcup 今日も明日も負け犬②
21:15  エネル原人 重力と戦う鉄人原人
21:30  おおのみキャンプ 高知の菓子を発信
22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  週間いるま(入間CATV)
23:15    ショップチャンネル

日高で行われている
食料や日用品の支援活動を紹介します！

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  お地蔵ものがたり 安来市荒島町◇体操
:30 街コロ 日高フードパントリー ◇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 日高フードパントリー ◇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  Cook!朝に野菜を食べよう スープ篇

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  大自然の旅 小浅間山④
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  釣るテレ 渓流イワナ(三陸Bnet)
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  街コロ 日高フードパントリー
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  高校映画worldcup 今日も明日も負け犬②
21:15  エネル原人 重力と戦う鉄人原人
21:30  おおのみキャンプ 高知の菓子を発信
22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  週間いるま(入間CATV)
23:15    ショップチャンネル

忙しい朝でも簡単に
野菜をたくさん摂れる料理の紹介！

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  お地蔵ものがたり 安来市荒島町◇体操
:30 街コロ 日高フードパントリー ◇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 日高フードパントリー ◇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  Cook!朝に野菜を食べよう スープ篇
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  大自然の旅 小浅間山④
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  釣るテレ 渓流イワナ(三陸Bnet)
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  街コロ 日高フードパントリー
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  高校映画worldcup 今日も明日も負け犬②
21:15  エネル原人 重力と戦う鉄人原人
21:30  おおのみキャンプ 高知の菓子を発信

22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  週間いるま(入間CATV)
23:15    ショップチャンネル

知る人ぞ知る高知のお菓子
焚火を囲んだノンビリトーク！

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  お地蔵ものがたり 安来市荒島町◇体操
:30 街コロ 日高フードパントリー ◇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 日高フードパントリー ◇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  Cook!朝に野菜を食べよう スープ篇
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  大自然の旅 小浅間山④
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  釣るテレ 渓流イワナ(三陸Bnet)
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  街コロ 日高フードパントリー
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  高校映画worldcup 今日も明日も負け犬②

21:15  エネル原人 重力と戦う鉄人原人
21:30  おおのみキャンプ 高知の菓子を発信
22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  週間いるま(入間CATV)
23:15    ショップチャンネル

女子高生が自分の人生を映画化した
ドキュメンタリー、若い人に見て欲しい！

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  お地蔵ものがたり 安来市荒島町◇体操
:30 街コロ 日高フードパントリー ◇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 日高フードパントリー ◇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  Cook!朝に野菜を食べよう スープ篇
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  大自然の旅 小浅間山④
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kizs-station)
17:30  釣るテレ 渓流イワナ(三陸Bnet)

18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  街コロ 日高フードパントリー
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  高校映画worldcup 今日も明日も負け犬②
21:15  エネル原人 重力と戦う鉄人原人
21:30  おおのみキャンプ 高知の菓子を発信
22:00  飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15  週間いるま(入間CATV)
23:15    ショップチャンネル

イワナの提灯釣りって知ってます！？
釣りも良いけどイワナの塩焼き食べたい！


