Community Channel

055ch コミュニティチャンネル
TCN報道特別番組
衆議院議員総選挙
東京25区 開票速報

日時未定 ※衆院選実施の場合に放送

衆議院議員総選挙東京25区の開票速報を、
大勢が判明するまで、選挙事務所や開票所か
らの生中継を交えて、いち早くお届けします。
※2021／9／9現在

地域情報番組
「スタジオ21 TODAY」
●月〜金 初回放送 午後5：30 他

『その日の出来事をその日のうちにお届け』を
コンセプトに、月〜金曜日まで毎日更新で放送
しているTCNコミュニティチャンネルの看板
ニュース番組です。
■WEEKLY EXPRESS
初回放送 土 午前7：30 他
視聴時間がないという方も、この番組を見れ
ば西多摩の1週間がまとめてわかります。

てんこもり情報局「西多摩マルかじり」
●毎週土曜更新

午前7：00/9：30/11：30/午後3：00/7：30/9：30/深夜0：00/1：30 他

てんこもり情報局
「西多摩マルかじり」は
噂の店、遊びスポット、グルメ、文化など、
西多摩の生活情報、旬の話題を分かりやす
くご紹介する情報番組です。てんこ局長、
まるおディレクター、タマちゃんディレク
ター、マルちゃんディレクターが取材に駆け
まわります。10月はオータムグルメスポッ
トをご紹介！秋の味覚を楽しんじゃいます。
番組では
「写めっちゃHappyメール」
を大
募集しています。携帯やスマ
番組へのご応募、
お問合せはこちらです。
ホで撮影した何気ない日常の
〒198−0024 青梅市新町7−4−3
一コマ、ちょっぴりHappyをも
多摩ケーブルネットワーク 西多摩マルかじり係
らえる瞬間の画像にメッセー 【eメール】marukajiri@ t-net.ne.jp 【FAX】0428−32−1327
ジを添えてお送りください。

マルかじり出張所
こまる発信基地

西多摩アーティスト列伝
〜アーカイブズ〜

●11〜15日 午前10：00/午後0：00/3：30/
8：15/10：15/深夜0：45
●16・17日 午前10：00/午後0：00/3：30/6：00
（日なし）/8：00/11：30/深夜2：00

●4 〜8日 午 前10：30/午 後4：30/11：00/
深夜5：00
●9・10日 午前10：30/午後4：30/6：30（日なし）
/8：30/深夜5：00（日なし）

もりお部長となっちゃんが、御岳山、羽村市
動物公園、横田基地の様々な秘密を体当たり
で大調査！ 10月のこまるは、羽村市動物公園
から、キリンの赤ちゃん特集！今年の4月に産
まれたアミメキリン 小町 の子。名前は？ 性
格は？ 好きな食べ物は？ 色々と聞いちゃいま
す！そして、もりお部長となっちゃんの、羊毛
フェルト対決！ 部長 と なっちゃん と名付
けられたモルモットの羊毛フェルトを作成。
一体どちらが愛のこもったモルモットを作る
事が出来るのか！？ どうぞお楽しみに！

山歩き、街歩き、森歩き、
三田りょうのラララ♪で行こう！
●18 〜 22日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●23・24日 午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00/11:30/深夜2:00

ラララ♪で行こう！は西多摩地区のウォーキング・トレッキングス
ポットを紹介する番組です。10月は「日
の出山・築瀬尾根を歩く」です。
御岳山か
ら日の出山に縦走するコースで、日の出
山からは築瀬尾根を歩き、柚木町へ下山
するコースとなります。歩行距離は約8
キロです。案内役は地元出身の演歌歌手
三田りょうさん。コース途中の観光名所
と共にどんな歌がラララ〜♪と飛び出す
か。
どうぞお楽しみに！
2020年版ラララ♪で行こう!
『柳沢峠・水源地を歩く』
●4〜8日 午前10:00/午後0:00/3:30/8:15/10:15/深夜0:45
●9・10日 午前10:00/午後0:00/3:30/6:00（日なし）/8:00/11:30/深夜2:00
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豊かな自然が残り創作活動に適した西多摩
地域は多くの芸術家を輩出してきました。こ
の番組では西多摩地域で活動する様々なジャ
ンルで活躍するアーティストを紹介していき
ます。
今回は福生市在住の染色作家、小島貞二
さんをご紹介。
数回にわたりインド、ラジャス
タン地方を放浪しインドの伝統的な職人技に
触れ、自らの作品制作に活かしてきました。
番
組では作品制作にかけるこだわりを探ってい
きます。

ちゃりっ娘マヤの冒険
●11 〜15日 午前10：15/午後0：15/3：45/8：30/10：30/深夜1：00
●16・17日 午前10：15/午後0：15/3：45/6：15（日なし）/8：15/11：45/深夜2：15

レース・クイーン・オブ・ザ・
イヤーに輝き「伝説のレースク
イーン」の異名を持つ「ちゃりっ
娘マヤ」こと佐野真彩が西多摩各
地を自転車で冒険します。今回は
TCNの新規開局エリア「黒沢地
区」を中心に、周辺にある成木地
区、小曽木地区の３つの地区を自転車で冒険します。
豊かな自然が残る
地域でグルメと人々との出会いが待っています。
お楽しみに！
！
※緊急事態宣言中の場合はTCNスタジオからリモート自転車旅を放送
します。
2020年版ちゃりっ娘マヤの冒険
『武蔵五日市駅〜秋川渓谷・五柱神社のスギ』
●4〜8日 午前10:45/午後4:45/11:15/深夜5:15
●9・10日 午前10:45/午後4:45/6:45
（日なし）
/8:45/深夜5:15
（日なし）

青梅・福生・羽村の地域情報満載！
（自主制作番組ほか）
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松尾雄治のスポーツ大好き！ウチの子No.1！

朗読「読書の秋」

●25 〜 29日
●30・31日

●月〜金 午前10:30/4:30/11:00/深夜5:00
●土・日 午前10:30/4:30/6:30（日なし）
/
8:30/深夜5:00（日なし）

午前10：00/午後0：00/3：30/8：15/10：15/深夜0：45
午前10：00/午後0：00/3：30/6：00（日なし）/8：00/11：30/深夜2：00

今回紹介する「福生フェニックスフュー
チャーズ」（田村のりみ監督）は、大学
生、社会人、主婦からなる社会人女子ソフ
トボールチームです。福生市公式キャラク
ター「たっけー☆☆」をデザインした新ユ
ニフォームで挑んだ関東大会東京都予選会
ではベスト４に輝きました。21歳から60
歳まで18人が所属するチームの中から、
今回はパワフルな四番打者の乙津千菜美
キャプテン、チェンジアップが得意な高野
佳那江投手、気迫あふれる守備を見せるレフトの真砂絵梨花選手に注目します。「〝たっけー☆
☆〟って七夕の妖精なの？キラキラ輝く女子チームなのかな」と松尾雄治氏も大注目！

けーぶるにっぽん 彩・JAPAN
●月〜金 午前10：30/午後4：30/11：00/深夜5：00
/8：30/深夜5：00（日なし）
●土・日 午前10：30/午後4：30/6：30（日なし）

地域に根ざすケーブルテレビ局が集結し、地域
を愛し応援しその情報を発信する番組シリーズが
この『けーぶるにっぽん』。
■長野・箕輪 蚕が紡ぐ純白
長野県南部にある箕輪町に養蚕を続ける農家があります。蚕たちが
暮らす場所を作り、餌となる桑を与え育てます。蚕は大きくなると純
白の糸を吐き出し繭を作ります。
養蚕は長野県でもかつては主力
産業の一つでしたが、現在全国で
も養蚕農家は300戸弱しかあり
ません。今、日本から消えゆこう
としている養蚕業を紹介します。
伊那ケーブルテレビジョン《放
送日: 11日〜 17日》

スポーツなんでも実況！杉村
●午後6：10（月･水･金）/午後10：10（日）

西多摩で行われたスポーツイベントを、TCNスポーツアナ･杉村信一
が熱〜い実況でお届け！

TCNキャスター陣がお届けする朗読。
西多摩
ゆかりの作家が描く小説の世界を一緒に旅しま
せんか。
■①「宮本武蔵」吉川英治
〈18日〜 24日
■②「大菩薩峠」中里介山
〈25日〜 31日
TCNキャスター
飯村 美樹、大平 原也、川
端 裕美、
佐藤 芳洋、
隆 麻衣
子、
箸本 のぞみ

寄席チャンネル《落語》
●毎日 午前8：00

寄席チャンネルより落語ファンに向けた寄席噺をお届けします。
■笑福亭里光
「いらち俥」
「木津の勘助」〜確かな実力に裏打ちされた、
師・鶴光ゆずりのいい意味のぬるさ
《夢 寄席》
■柳家権太楼「井戸の茶碗」〜紫綬褒章も受賞の落語界の「爆笑王」
が、コロナ禍に自らを鼓舞するために行ったひとり独演会の成果を披
露！《極 名人噺》
■瀧川鯉昇「武助馬」池袋演芸場8月中席〜独特の間と唯一無二の雰囲
気で、最も人気のある噺家の１人として君臨！確かな芸に裏打ちされ
た破天荒な高座を堪能！《粋 らくご》
■桂三四郎「十七歳」
「那須与一 名誉の扇の的」〜元祖No.1イケメン
落語家が噺家生活15周年記念の独演会で魅了！《夢 寄席》他

TCN Culture Hall
●午後6：10（火･木･日）/午後10：10（土）

西多摩で行われた演奏会・講演会・演劇などの、ステージイベントを
お届けします!
■Blue Bee Summer Live バンド＆児童合唱団
〜ジャンルと世代を超えて〜（2021年8月 ネッツたまぐーセンター
多目的ホール 収録）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《5.7.9.10日》
■emanation Dance Studio 発表会 HIPHOP Dance Train vol.14

■2021夏の高校野球西東京大会ダイジェスト⑤ ・・・・・・・・・・《4.6.8.10日》

（2021年8月 羽村市生涯学習センターゆとろぎ大ホール 収録）
《12.14.16.17日》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■青梅市陸上競技選手権 前編
（2021年8月 秋留台公園陸上競技場 収録）・・・・・《11.13.15.17日》

■ウインドオーケストラ・ユニゾン 第14回発表会
・・・・・・・・・
（2016年10月 福生市民会館大ホール）
《19.21.23.24日》

■青梅市陸上競技選手権 後編
■ご当地スター PROJECT ライブエンタテイメントワークショップ
発表会2016
・・・・・・・・・・・
■2021夏の高校野球西東京大会ダイジェスト⑥ ・・・・・・・《25.27.29.31日》 （2016年10月 福生市民会館小ホール）
《26.28.30.31日》
（2021年8月 秋留台公園陸上競技場 収録）・・・・・・《18.20.22.24日》

『スポーツなんでも実況！杉村』
と
『TCN Culture Hall』
の各番組は、
上記記載の放送の翌週に056chでリピート放送を行っています！あわせてご覧下さい。
《TCN Culture Hall》
午前10：30/午後3：30/9：30 《スポーツなんでも実況！杉村》
午前9：00/午後2：00/8：00
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お問合せ／多摩ケーブルネットワーク

TEL：0428（32）1351 〒198-0024 青梅市新町7-4-3
http：//www.t-net.ne.jp

TCNなつかしの名作映画劇場「アカデミー歴代受賞作品」特集
●毎日

午後0：30/深夜3：00（日なし）

■WINGS つばさ（前篇）［1927年/72分］
監督：ウィリアム・A・ウェルマン
出演：クララ・ボウ、
チャールズ・ バディ ・ロジャース
アカデミー賞
（第1回）
《受賞》
作品賞、
技術効果賞
田舎町育ちのジャックは隣家のメアリーの思幕に気付かず、土地の富
家の娘シルヴィアに夢中。一方のシルヴィアは名家の御曹子デヴィッド
と相思相愛の仲。そしてアメリカが第一次大戦に参戦、奇しくも恋を競
うこの好敵手同士
が同じ飛行機隊に
入ることになり二
人は共に欧州戦線
へ。やがて撃墜王
として知られるよ
うになった両者は
ともに勲章を授与
されるのだった。
しかし前線で再び
シルヴィアのこと
で仲違いした二人

英語でバッグス・
バニーショー
●月曜日更新 午前11：00/午後2：30 他

あの名作アニメを英語で楽しみましょう。
■4日

名曲の喧しい夕べ／命がけのクイズ
ショー／オレがスターだ
■11日 バッグスの大脱走／どったの セン
セー？／産みにくいアヒルの子／妖精
にご用心
■18日 バッグスの独立戦争／新市長は誰だ
／料理の達人
■25日 バッグス、リングで燃えろ／ちゃっか
りウサギ狩り／恐怖のティータイム／
ミッミッ

テレビはむら
●毎日

■WINGS つばさ
（後篇）［1927年/76分］
《放送日:2.6.10.14.18.22.26.30日》
■BROADWAY MELODY ブロードウェイ・メロディー ［1929
年/101分］
監督：ハリー・ボーモント
出演：アニタ・ペイジ、
ベッシー・ラヴ
アカデミー賞
（第2回）
《受賞》
作品賞
《放送日:3.7.11.15.19.23.27.31日》
■CIMARRON シマロン［1949年/120分］
監督：ウェズリー・ラッグルス
出演：リチャード・ディックス、
アイリーン・ダン
アカデミー賞
（1930 〜 1931年・第4回）
《受賞》
作品賞、
脚色賞
《放送日:4.8.12.16.20.24.28日》

川崎漁業組合

Cチャンネル

●月〜金 午前6：45/午後5：45/11：45/深夜2：45 他

●30日

プロ野球・
ヤクルトス
ワローズな
ど で 活 躍し、
1998年 に は
最多勝利投手
として沢村賞
にも輝いた川崎憲次郎が、
地元大分県佐伯市で
釣竿片手にあらゆる釣りの醍醐味を紹介！人
気シリーズの第3弾！

午後1：00

■きたかみ民俗芸能絵巻ダイジェスト
県内外のみならず、海外からも招聘して繰
り広げてきた民俗芸能の祭典「北上・みちの
く芸能まつり」。記念すべき60回目は残念な
がら中止となりました。そこで今回は、これま
でお伝えしてきた民俗芸能の中から選りすぐ
りの芸能をお送りいたします。
＜北上ケーブルテレビ＞

■4日〜

＃27 海崎キス釣り＆クッキング
＃28 蒲江屋形島アジング＆島めぐり
■18日〜 ＃29 釣り対決
＃30 イカ釣り対決

「テレビはむら」
は、
羽村市の広報番組です。今月は次の番組を放送します。

午前9：00/午後5：00/午後9：00（毎月1・15日更新） ※番組内容は変更となる場合があります。

あっぷではむらZOO！
！
羽村市動物公園のかわいい動物たち
を超至近距離でお届けする「あっぷでは
むらZOO‼」
のコーナー！
飼育員にしか見ることのできない貴
重な映像を、たっぷりとお楽しみくださ
い！

14 ̶̶TCN

の空の英雄はいら立ちを背負ったまま出陣するのだが…。栄えあるアカ
デミー第一回作品賞受賞作である。
《放送日:1.5.9.13.17.21.25.29日》

「テレビはむら」
の過去の放送を
YouTubeでご覧いただけます！
「羽村市公式動画チャンネル」で検索
してください。
テレビはむらでは、皆さんからの情報提供をお待ち
しています。
羽村市広報広聴課までご連絡ください。
☎ 042-555-1111（内線505）

Community Channel

10ch TCN10&TCN11（第2コミュニティチャンネル）

地デジ

名探偵のお弁当
（シーズン１）
＃1、#2

TCN制作・放送の地デジ2チャンネル

10 地上101ch

TCN10

・TCN交通情報 ・TCN何でも3分間PR
・TDN Presents
・名探偵のお弁当（シーズン１）
＃1、 #2

10 地上102ch

●23 〜 30日 午後7:35

ミステリーと食を愛する私立探
偵・源道寺醍醐が、名探偵、推理小
説にちなんだお弁当を紹介してい
く、おいしいミステリー教養番組。

TCN10

［パティシエ探偵ハンナ／グルメ探偵ヘンリー／ラー
メン刑事「龍」の殺人推理／名探偵のお弁当］

・チャンネル700

11 地上111ch

■ＡＮＸミステリー【560ch】
「１日まるごとグルメ・ミステリー」
特集放送！
10月31日は食をテーマにしたミステリードラマを一
挙放送！

TCN11

・いんふぉめーしょんあわー
・QVC ・SHOP CHANNEL

さらに当日放送の「名探偵のお弁当（シーズン１、
２）」では、 「1億 2000万人の謎解きグルメチャレ
ンジ！」謎を解いて日本全国のグルメをゲット！ と題
した謎解きキャンペーンを実施します。是非、番組を観
て謎を解き、ご当地グルメを手に入れよう！

©2021 Mystery Channel Inc.

2021.10 簡易番組編成表

TDN Presents

ＴＣＮコミュニティチャンネル１０２ｃｈ

【チャンネル700】

●毎日10：00

■1日〜15日 「三田りょうのラララ♪で行こう」
東京の西部、西多摩地区のウォーキング・トレッ
キングスポットを紹介する番組です。
案内役は地元
出身の演歌歌手、三田りょうさん。
コース途中の観
光名所と共にさまざまな歌が飛び出します。
今回は
秋のウォーキングトレイルコースを歩きます。
どう
ぞお楽しみに !〈多摩ケーブルネットワーク 制作〉
■16日〜31日「アスビト」
「アスビト」とは「明日を創る人」という意味を込
めた造語です。
番組では、明日の地域を担う若者
「アスビト」の日常に密着し、その活躍を紹介しま
す。
今回は「失敗してもいい」地域社会を目指して、
フリースクールや若者の就業支援に取り組んでい
る男性を紹介します。
〈NCV米沢センター 制作〉

TCN10・101ch

HD

チャンネル700とは… ケーブルテレビ専用・総合エンタテイメントチャンネル！全国のケー
ブルテレビが制作した地域密着番組はもちろん、ロケット打ち上げやお祭り中継も配信！

第38回飛騨高山手筒花火

●2・16・30日

午後8:00

飛騨高山の夏を代表する風物詩
「飛騨高山手筒花火」
。
2020年8月9日に無観客で打ち上げを行った様子を、ダイ
ジェスト版として配信いたします。
提供：飛騨高山ケーブルネットワーク

若宮丸〜地球規模の壮大な郷土史〜

●3・10・17・24・31日

午後7:00

宮城ケーブルテレビが開局30周年を記念し、郷土史を
題材にした特別番組を制作。江戸時代の石巻の廻船
「若宮
丸」
に関する知られざるストーリーを紐解きます。

TCN10・102ch

HD

TCN11・111ch

HD

提供：宮城ケーブルテレビ

TCN11・112ch

HD
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西多摩の鉄道運行情報＆
道路通行情報
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TDN Presents◇30 いんふぉめーしょんあわー
TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー

TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー

ケーブルテレビ専用・
総合エンタテイメント
チャンネル！
全国のケーブルテレビが
制作した地域密着番組は
もちろん、ロケット打ち
上げやお祭り中継も配信！

24時間365日生放送！
QVCは、
世界最大級のテレビ
ショッピング
専門チャンネルです。

リモコン操作方法

番組表から選択

テレビはむら
（土曜日のみ）◇30 いんふぉめーしょんあわー
TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー
◇55 スタジオ２１TODAY
西多摩マルかじり◇35 いんふぉめーしょんあわー
TCNなんでも３分間ＰＲ◇48 いんふぉめーしょんあわー
テレビはむら
（土曜日のみ）
◇30 いんふぉめーしょん
あわー◇55 スタジオ２１TODAY

05

西多摩マルかじり◇35 いんふぉめーしょんあわー

30

TCNなんでも3分間PR◇48 いんふぉめーしょんあわー

55

スタジオ21TODAY

05

西多摩情報 ＆ TCN最新情報

テレビはむら
（土曜日のみ）
いんふぉめーしょんあわー

西多摩マルかじり◇35 いんふぉめーしょんあわー

QVC

いんふぉめーしょんあわー

TCN交通情報

102chを選局し
「決定」

QVC

読売デジタル
ニュース

1
2
3
4
5
6

ショップチャンネル

地デジ10chを選局

5
6
7
8
9
10
11
後0

7
8
9

チャンネル矢印の
上ボタンを押す
24時間365日生放送！
QVCは、
世界最大級のテレビ
ショッピング
専門チャンネルです。

24時間365日、
生放送でお楽しみい
ただける
ショッピング専門チャンネル。

読売デジタルニュース
いんふぉめーしょんあわー

QVC

10
11
深0

1
2
3
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