
プログラムガイド
7月2日(土)～7月8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 宮川探訪
7:30   (土) コロナワクチン情報 ◇玉手箱

(日) お店のわコレクションVol.07
8:00   ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
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   新素敵音楽館 木の時代到来(後篇)
11:30   ディズニーチャンネル
12:00   (土) コロナワクチン情報 ◇玉手箱

(日) お店のわコレクションVol.07
12:30   ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
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
14:15   クッキング きのこ佃煮＆ごま豆腐
14:30   彩の国テレビ情報局7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   新素敵音楽館 木の時代到来(後篇)
17:00   釣るテレ 釣るテレガール登場
17:30   あいラブせんりゅう「開く」

18:00   (土) コロナワクチン情報 ◇玉手箱

(日) お店のわコレクションVol.07
18:30   ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
19:00   飯能市役所インフォ ◇助手席
19:15   大自然の旅 塩尻市平出遺跡3
19:30 OSK(土)(日)サリエリ＆モーツァルト⑥⑦

20:00   高校映画 春思う/開けてはいけない
21:00   長野県ご当地○○対決！キャンプ場篇
22:00   飯能市役所インフォメーション ◇助手席
22:15 伊勢 美し国から 宮川探訪
22:30 彩の国テレビ情報局7月号

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 美し国から 宮川探訪 ◇体操
9:30  お店のわコレクション◇新 もっと奥むさし

10:00  ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
12:30  お店のわコレクションVol.07     ◇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
14:15 クッキング きのこ佃煮＆ごま豆腐
14:30 生活通販情報

15:00 ショップチャンネル

16:00  週間いるま(入間CATV)
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  新素敵音楽館 木の時代到来(後篇)
17:30  あいラブせんりゅう「開く」
18:00  飯能市役所インフォ ◇助手席
18:15  お店のわコレクションVol.07 
18:30  ほっとトピ/お店のわ◇新 もっと奥むさし!

19:15  大自然の旅 塩尻市平出遺跡2
19:30  高校映画 春思う/開けてはいけない
20:30  長野県ご当地○○対決！キャンプ場篇
21:30  釣るテレ 釣るテレガール登場
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

新番組のお知らせ‼
ほっとピでもなく街コロでもない
奥武蔵をアピールする番組！

記念すべき初回は杉良太郎さんの登場です!!

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  伊勢 美し国から 宮川探訪 ◇体操
9:30  お店のわコレクション◇新 もっと奥むさし

10:00  ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
12:30  お店のわコレクションVol.07     ◇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
14:15 クッキング きのこ佃煮＆ごま豆腐
14:30 生活通販情報

15:00 ショップチャンネル

16:00  週間いるま(入間CATV)
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  新素敵音楽館 木の時代到来(後篇)
17:30  あいラブせんりゅう「開く」
18:00  飯能市役所インフォ ◇助手席
18:15  お店のわコレクションVol.07 

18:30  ほっとトピ/お店のわ◇新 もっと奥むさし!
19:15  大自然の旅 塩尻市平出遺跡2
19:30  高校映画 春思う/開けてはいけない
20:30  長野県ご当地○○対決！キャンプ場篇
21:30  釣るテレ 釣るテレガール登場
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

コレクション8回目は
埼玉開発、チング、妻家房！
女性パワーで頑張っていました！

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 美し国から 宮川探訪 ◇体操
9:30  お店のわコレクション◇新 もっと奥むさし

10:00  ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
12:30  お店のわコレクションVol.07     ◇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
14:15 クッキング きのこ佃煮＆ごま豆腐

14:30 生活通販情報

15:00 ショップチャンネル

16:00  週間いるま(入間CATV)
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  新素敵音楽館 木の時代到来(後篇)
17:30  あいラブせんりゅう「開く」
18:00  飯能市役所インフォ ◇助手席
18:15  お店のわコレクションVol.07 
18:30  ほっとトピ/お店のわ◇新 もっと奥むさし
19:15  大自然の旅 塩尻市平出遺跡2
19:30  高校映画 春思う/開けてはいけない
20:30  長野県ご当地○○対決！キャンプ場篇
21:30  釣るテレ 釣るテレガール登場
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

かんたん♪美味しい♪体にいい♪料理番組
今回はきのこの佃煮！

家で簡単に出来ちゃいます！

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  伊勢 美し国から 宮川探訪 ◇体操
9:30  お店のわコレクション◇新 もっと奥むさし

10:00  ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
12:30  お店のわコレクションVol.07     ◇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
14:15 クッキング きのこ佃煮＆ごま豆腐
14:30 生活通販情報

15:00 ショップチャンネル

16:00  週間いるま(入間CATV)
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  新素敵音楽館 木の時代到来(後篇)

17:30  あいラブせんりゅう「開く」
18:00  飯能市役所インフォ ◇助手席
18:15  お店のわコレクションVol.07 
18:30  ほっとトピ/お店のわ◇新 もっと奥むさし
19:15  大自然の旅 塩尻市平出遺跡2
19:30  高校映画 春思う/開けてはいけない
20:30  長野県ご当地○○対決！キャンプ場篇
21:30  釣るテレ 釣るテレガール登場
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

最新加工技術を施した
新たな木材がもたらす

木造建築の可能性に迫ります！

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  伊勢 美し国から 宮川探訪 ◇体操
9:30  お店のわコレクション◇新 もっと奥むさし

10:00  ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
10:30    QVC

12:00 ほっとトピックス/お店のわ しょうへい
12:30  お店のわコレクションVol.07     ◇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
14:15 クッキング きのこ佃煮＆ごま豆腐
14:30 生活通販情報

15:00 ショップチャンネル

16:00  週間いるま(入間CATV)
17:00  ゴーゴーのりものタウン(kids-station)
17:15  新素敵音楽館 木の時代到来(後篇)
17:30  あいラブせんりゅう「開く」
18:00  飯能市役所インフォ ◇助手席
18:15  お店のわコレクションVol.07 
18:30  ほっとトピ/お店のわ◇新 もっと奥むさし

19:15  大自然の旅 塩尻市平出遺跡2
19:30  高校映画 春思う/開けてはいけない
20:30  長野県ご当地○○対決！キャンプ場篇
21:30  釣るテレ 釣るテレガール登場
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

智美の「私事コーナー」への投稿ありがとうございます！
番組への感想なども是非お寄せください !!


