
プログラムガイド
6月11日(土)～6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   地蔵ものがたり 安来市荒島町
7:30  奥武蔵Museum ◇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)
11:15   エネル原人 謎のキューストン原人
11:30   ディズニーチャンネル
12:00   奥武蔵Museum ◇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 ◇つながる映画祭告知
14:15   神保シェフと茨城を食べよう ◇助手席
14:30   彩の国テレビ情報局6月号
15:00     ショップチャンネル/生活通販情報

16:30   ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
16:45   エネル原人 謎のキューストン原人
17:00   あいラブせんりゅう「ぞくぞく」
17:30   エンジョイゴルフ
18:00   奥武蔵Museum ◇玉手箱
18:30   ほっとトピックス
19:00   飯能市役所インフォ ◇つながる映画祭告知
19:15   大自然の旅 木曽町柿其渓谷③
19:30 OSK(土)サリエリ＆モーツァルト④(日)⑤

20:00   高校映画 アクション/君の一部と私の全部

20:30   おおのみキャンプ 1周年スペシャル
21:00   長野県ご当地〇〇対決 マレットゴルフ場
22:00   飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15 地蔵ものがたり 安来市荒島町
22:30 彩の国テレビ情報局6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  地蔵ものがたり 安来市荒島町 ◇体操
:30 奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展 ◇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  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展 ◇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  神保シェフと茨城を食べよう ◇助手席
14:30 生活通販情報

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  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  エネル原人 謎のキューストン原人
17:30  エンジョイゴルフ
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展

18:30  ほっとトピックス ◇玉手箱
19:15  大自然の旅 木曽町柿其渓谷③
19:30  高校映画アクション/君の一部と私の全部
20:00  あいラブせんりゅう「ぞくぞく」
20:30  おおのみキャンプ 1周年スペシャル
21:00  長野県ご当地〇〇対決 マレットゴルフ場篇
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

5月下旬 飯能市市民活動センターで
開催された展示会です。

お家でゆっくり観賞してください！

番 組 表
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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  地蔵ものがたり 安来市荒島町 ◇体操
:30 奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展 ◇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  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展 ◇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  神保シェフと茨城を食べよう ◇助手席
14:30 生活通販情報

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  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  エネル原人 謎のキューストン原人
17:30  エンジョイゴルフ
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展
18:30  ほっとトピックス ◇玉手箱
19:15  大自然の旅 木曽町柿其渓谷③
19:30  高校映画 アクション/君の一部と私の全部
20:00  あいラブせんりゅう「ぞくぞく」
20:30  おおのみキャンプ 1周年スペシャル
21:00  長野県ご当地〇〇対決 マレットゴルフ場篇

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

マレットゴルフって知ってました！？
手軽に出来て面白そう！
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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  地蔵ものがたり 安来市荒島町 ◇体操
:30 奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展 ◇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  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展 ◇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  神保シェフと茨城を食べよう ◇助手席
14:30 生活通販情報

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  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  エネル原人 謎のキューストン原人
17:30  エンジョイゴルフ
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展
18:30  ほっとトピックス ◇玉手箱
19:15  大自然の旅 木曽町柿其渓谷③
19:30  高校映画 アクション/君の一部と私の全部

20:00  あいラブせんりゅう「ぞくぞく」
20:30  おおのみキャンプ 1周年スペシャル
21:00  長野県ご当地〇〇対決 マレットゴルフ場篇
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

「高校生のための
eiga woeldcup2021」受賞作品

みんな力作ばかり！
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9:00 飯能市役所インフォメーション
9:10  地蔵ものがたり 安来市荒島町 ◇体操
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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  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展 ◇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  神保シェフと茨城を食べよう ◇助手席
14:30 生活通販情報

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  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  エネル原人 謎のキューストン原人
17:30  エンジョイゴルフ
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展
18:30  ほっとトピックス ◇玉手箱
19:15  大自然の旅 木曽町柿其渓谷③
19:30  高校映画 アクション/君の一部と私の全部
20:00  あいラブせんりゅう「ぞくぞく」

20:30  おおのみキャンプ 1周年スペシャル
21:00  長野県ご当地〇〇対決 マレットゴルフ場篇
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

川柳好きのあなた
番組に投稿してみては！？

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  地蔵ものがたり 安来市荒島町 ◇体操
:30 奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展 ◇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  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展 ◇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  神保シェフと茨城を食べよう ◇助手席

14:30 生活通販情報

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  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  エネル原人 謎のキューストン原人
17:30  エンジョイゴルフ
18:00  飯能市役所インフォ ◇ちっとんべー体操
18:15  奥武蔵Museum 飯能絵画連盟展
18:30  ほっとトピックス ◇玉手箱
19:15  大自然の旅 木曽町柿其渓谷③
19:30  高校映画 アクション/君の一部と私の全部
20:00  あいラブせんりゅう「ぞくぞく」
20:30  おおのみキャンプ 1周年スペシャル
21:00  長野県ご当地〇〇対決 マレットゴルフ場篇
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

今回のメニューは
シジミと筍のガーリックスパゲッティ

美味しそうですよ！


