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はくさん情報　まちトピ
トピックス（ニュー
ス）やイベント、旬
の情報など盛りだく
さんの地域情報番
組。月～木曜はフリーアナウンサーの川
崎谷桐子が、金曜はあさがおテレビの山
本祐紀が白山市の“いま”をお届けします。
＊ トピックス（ニュース）の放送予定は、
あさがおテレビのホームページに掲載す
るほか、あさがおテレビ公式ツイッター
でお知らせします。

月～金曜　18：30更新

ナチュラルフードクッキング
料理研究家で自然食のお店の料理講師
も務める樋口聡子さんが『かんたん・
おいしい・体にいい』をテーマに、とっ
ておきのレシピを紹介します。番組
MCとの軽快なトークもスパイスとなっ
て楽しい♪おいしい♪ 15分♪今回の
メニューは 「お魚
のちゃんちゃん蒸
し」です。

毎日　11：15など

公認観光ガイドと行く！
ぶらり白山手取川ジオパークの旅

「世界ジオパーク」の候補地として選ば
れた白山手取川ジオパークの公認観光
ガイドがオススメスポットを紹介するシ
リーズ。今回
もジオパーク
を巡り、見ど
ころを取り上
げます。

毎日　21：30など
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12月29日（水） 12月30日（木） 12月31日（金） 1月1日（土） 1月2日（日） 1月3日（月） 1月4日（火）
ふるさと白山体操 まちトピ・トピックス総集編2021 市長　新春インタビュー　～山田市長に市政の展望などを聞く～
衛星劇場＆スターチャンネル番組案内 白山市の1年間をニュース（トピックス）で振り返る 足腰ぴんぴん体操 ふるさと白山体操 足腰ぴんぴん体操 ふるさと白山体操
釣りうぇ～ぶ つばたdeサイエンス　シーズン3～かがくあそび　＃1

市長　新春インタビュー　～山田市長に市政の展望などを聞く～
秋本奈緒美が行く　日本名水巡りの旅 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル
＃14　岩手 大人の鉄道美学 大人の鉄道美学 大人の鉄道美学 大人の鉄道美学

長野県ご当地対決「おそば」編 花園ナビ 女子的駅弁紀行　ほか 女子的駅弁紀行　ほか 将棋タイトル戦徹底解説 人類覆面化計画！
～全国高校ラグビー21/22大会ガイド～ ＃894「第26期　銀河戦　決勝」覆面MANIA　TV　＃9
まちトピ・トピックス総集編2021 人類覆面化計画！
白山市の1年間をニュース（トピックス）で振り返る 覆面MANIA　TV　＃10

ゴーゴー！のりものタウン 新春早朝ロードショー 囲碁特別対局 将棋タイトル戦徹底解説 人類覆面化計画！
＃413 「THE LAW　刑事の掟」 仲邑菫初段　vs ＃968「第27期　銀河戦　決勝」覆面MANIA　TV　＃11
鉄道チャンネル 藤森哲也の入門講座 囲碁初級講座 ★「ダイ・ハード」を彷彿 レジェンド・武宮正樹九段 人類覆面化計画！
旅する観光列車　＃11 「将棋プロ棋士への道」 「ホッシー教官の 　させるブルース・ウィリス 覆面MANIA　TV　＃12
秋本奈緒美が行く　日本名水巡りの旅 ＃1～＃8 囲碁初心者教習所」 　の刑事アクション！ 将棋　めざせプロ棋士　＃1009 人類覆面化計画！
＃14　岩手 ＃1～＃8 西山朋佳三段　vs 覆面MANIA　TV　＃13
ヒストリーチャンネル特番 古田龍生三段　ほか 人類覆面化計画！
未知のウィルス2020 覆面MANIA　TV　＃14

衛星劇場＆スターチャンネル番組案内
市長　新春インタビュー　～山田市長に市政の展望などを聞く～

白山市民芸能祭　～松任地域～ 白山市民芸能祭　～松任地域～ 白山市民芸能祭　～松任地域～ 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 大正琴の集い 大正琴の集い
＜前編＞ ＜後編＞ ＜前編＞ 列車紀行　美しき日本 列車紀行　美しき日本 ＜前編＞ ＜後編＞

駅弁女子ひとり旅 駅弁女子ひとり旅

公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅　12月 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅　1月
ナチュラルフードクッキング　12月「アーモンドミルクの洋風なべ」 つばたdeサイエンス　シーズン3～かがくあそび　＃2
おうちでフィットネス　＃4～＃6 市長　新春インタビュー　～山田市長に市政の展望などを聞く～

つばたdeサイエンス　シーズン3～かがくあそび　＃3
鉄道チャンネル まちトピ・トピックス総集編2021 長野・新潟・富山　お国自慢大新年会2022
極めてっ！鉄分っ！！道！DO！どお！？ 白山市の1年間をニュース（トピックス）で振り返る ～長野・新潟・富山　3県による共同制作番組～
冬の網走　流氷物語号の旅
鉄道勉強旅　ほか

第38回遠野昔ばなし祭＜前編＞ 第38回遠野昔ばなし祭＜後編＞

鉄道チャンネル 壮観劇場　＃1 壮観劇場　＃3 壮観劇場　＃5
地方鉄道　前面展望百選

全国各地のケーブルテレビ特集番組 衛星劇場＆スターチャンネル番組案内 壮観劇場　＃2 壮観劇場　＃4 壮観劇場　＃6
長野県ご当地対決「おそば」編 ふるさと白山体操

鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル
ゆるっとふわ鉄旅　＃5 ゆるっとふわ鉄旅　＃6 ゆるっとふわ鉄旅　＃7 ゆるっとふわ鉄旅　＃8 ゆるっとふわ鉄旅　＃9 ゆるっとふわ鉄旅　＃10

京都よろづ観光帖　＃17 まちトピ・トピックス総集編2021 大正琴の集い 神保町昭和歌謡倶楽部 神保町昭和歌謡倶楽部 神保町昭和歌謡倶楽部
白山市の1年間をニュース（トピックス）で振り返る ＜総集編＞ 筒見京平特集 花の歌特集 シティポップ特集

鉄道チャンネル 神保町昭和歌謡倶楽部 神保町昭和歌謡倶楽部 神保町昭和歌謡倶楽部
駅旅　ほか 雪の歌特集 言の葉を愛でる～前編～ カバー曲特集

鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 神保町昭和歌謡倶楽部 神保町昭和歌謡倶楽部 神保町昭和歌謡倶楽部
駅旅　＃9 駅旅　＃10 神アルバム特集 言の葉を愛でる～後編～ 田原俊彦特集

ふるさと白山体操 足腰ぴんぴん体操 ふるさと白山体操 神保町昭和歌謡倶楽部 神保町昭和歌謡倶楽部 神保町昭和歌謡倶楽部
ぶらり白山手取川ジオパークの旅　12月 愛の歌特集 山下達郎特集 EPICソニー特集
アニメ・GIANT　KILLING アニメ・GIANT　KILLING
＃18 ＃19
アニメ・ななみちゃん アニメ・ななみちゃん
「となりの宇宙人」ほか 「ななみはおしゃれ！」ほか
花園ナビ 市長　新春インタビュー　～山田市長に市政の展望などを聞く～ はくさん情報　まちトピ　火曜日
～全国高校ラグビー21/22大会ガイド～ つばたdeサイエンス　シーズン3～かがくあそび　＃4 「将棋プロ棋士への道」＃10
まちトピ・トピックス総集編2021 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル はくさん情報　まちトピ　火曜日
白山市の1年間をニュース（トピックス）で振り返る 極めてっ！鉄分っ！！道！DO！どお！？ 地方鉄道　前面展望百選 にっぽんケーブルカー探訪 「囲碁初心者教習所」＃10

湯めぐり鉄道　ほか 私鉄沿線　ほか はくさん情報　まちトピ　火曜日
ぶらり白山手取川ジオパークの旅

白山市民芸能祭　～松任地域～ 白山市民芸能祭　～松任地域～ 白山市民芸能祭　～松任地域～ 大正琴の集い 大正琴の集い
＜後編＞ ＜前編＞ ＜後編＞ ＜後編＞ ＜前編＞

まちトピ・トピックス総集編2021 衛星劇場＆スターチャンネル番組案内 はくさん情報　まちトピ　火曜日
白山市の1年間をニュース（トピックス）で振り返る ナチュラルフードクッキング　1月「お魚のちゃんちゃん蒸し」

公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅　1月
つばたdeサイエンス　シーズン3～かがくあそび　＃5 わらしべちゃんねる　＃13 終

鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 市長　新春インタビュー　～山田市長に市政の展望などを聞く～ はくさん情報　まちトピ　火曜日
女子的駅弁紀行 新鉄路の旅 鉄道模型の世界へようこそ つばたdeサイエンス　シーズン3～かがくあそび　＃6 終 神主と学ぶ　日本神話　＃13
大人の鉄道美学　ほか 旅する観光列車　ほか 駅弁女子ひとり旅　ほか けーぶるにっぽん　彩・JAPAN！

愛知・常滑　あくなき学びと色の追究～常滑焼
鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル はくさん情報　まちトピ　火曜日
徳永ゆうきのぐるっと歌テツ旅 旅する観光列車 女子的駅弁紀行 伊勢　美し（うまし）国から

あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう

SHOPチャンネル SHOPチャンネル
（～翌朝まで） （～翌朝まで）

年末年始の特別編成（12月29日～1月4日）

年末年始の主な番組
まちトピ・トピックス

総集編2021
白山市の1年間の出来事を、あ
さがおテレビのニュース（トピッ
クス）を通じて振り返ります。

12月29、30、31日　19：00など

市長新春インタビュー
山田憲昭市長に2022年、重点
的に取り組む施策や市政の展望
などについて話を聞きます。

1月1日から4日　11：30など

長野・新潟・富山　お国自慢大新年会2022
新たな生活様式によるライフスタイルの変化
で、地域の魅力が再発見されています。番組
では地域の魅力をよく知る3県のCATVの局
アナが各地からの中継を結び、様々な切り口
から “おでかけ気分” や知
的好奇心をくすぐる120
分情報バラエティ。お年
玉プレゼントもあります!!

1月1日～4日　12：00

つばたdeサイエンス Season3～かがくあそび
津幡町内の空き店舗を利用した「まちなか科学館」
を舞台に、お笑いコンビ・テンプルカントリーがさま
ざまな実験を通じて、楽しく自
然界の謎を解明するシリーズ
の第 3弾。全 6回をお正月に
一挙放送！

＃1　1月1日～4日　 5：30　＃4　1月1日～3日　18：45
＃2　1月1日～4日　11：15　＃5　1月1日～3日　21：45
＃3　1月1日～4日　11：45　＃6　1月1日～3日　22：15

（画像は2021年放送のインタビューより）

けーぶるにっぽん　彩・JAPAN 高画質4Kで撮影・編集

「地域の宝」と「地域の人々」を掘り下げる地域ドキュメンタリー「けーぶるにっぽん」。
今回のテーマは “彩（いろどり）”。地域ならではのさまざまな物事を代表的な「色」
を掲げて取り上げます。

月～金曜　14：30　　火～金曜　6：30　　土日曜　10：00
（今月から放送時間一部変更）

三沢基地航空祭のこれまでの歩みなどを放送
1日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭
 （青森／三沢市ケーブルテレビジョン）
これまで放送してきた航空祭での日米の戦闘機や装備品、ブ
ルーインパルスのアクロバット飛行など、お宝映像をお届け！

毎日　8：30、22：30

全国のケーブルテレビが制作した特別番組を放送

29日～31日　＃29　「静岡　黒輝き紡ぐ絆　静岡ソウルフード」
 （静岡／TOKAIケーブルネットワーク）
湯気立つ鍋に真黒スープ。大正時代から伝わる「静岡おでん」。黒の中に
隠された彩と絆に迫る。

15日～28日　＃28「愛知・半田　託された想い　300万本の彼岸花」
 （愛知／CAC）
“矢勝川の堤をキャンバスに、彼岸花で真っ赤な風景を描こう”。同川の環
境を守る会の活動を追った。

5日～14日　＃27「愛知・常滑　あくなき学びと色の追究～常滑焼」
 （愛知／知多半島ケーブルネットワーク）
陶芸家・谷川省三氏の「常滑の施釉陶器技法」。釉薬の調合や焼成温度
など研究を重ねる作陶魂とは？

15日～　長野県ご当地対決
 （長野県5局共同制作）
今回のテーマは「チョコレート」。長野県内各局のディレクター
が紹介。

神保町昭和歌謡倶楽部
昭和歌謡を愛する
出演者が、東京・
神保町にあるレコー
ド店を舞台に、「昭
和」について毎回テーマに沿ったトーク
を展開します。MCは80年代に活躍し
たロックスター・松岡英明、プロマイド
の老舗「マルベル堂」の武田仁店長など。
毎月更新。2日から4日までは昨年放送
のマニアックな特集を12本一挙放送！

土、日曜 18：30
2日～4日 15：30

「STU48　イ申テレビ　シーズン11」　Vol．2
ファン理解度選手権　後編

スタンダードコース551chで放送中の
ファミリー劇場の特別番組。ファンの事
をどれだけ理解しているのかを競うメン
バー達。イ申テレビからの出題に苦戦す
るもファンへの愛情を見せる。果たして
この中で最もファン
のことを理解している
メンバーは誰だ！そ
してビリメンバーに待
ち受けるものとは!?

土曜  7：00
日曜　13：00

MANKIND/人間史
～わたしたちの物語　＃1

スタンダードコース598chで放送中の
ヒストリーチャンネルの特別番組。奇跡
ともいえる人類の誕生。種が生き残る
ための進化の歴史、そして、文明を築
き、近代へと続く長い道のりを歩いてき
た我々の軌跡を
CGとドラマで
再現。人類の壮
大な歴史に迫る
番組です！

土曜　20：00
ⓒ2022 A&E Television Networks.

ⓒ東北新社
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あさがおチャンネル 番組表 見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

デジタル  111ch ※番組は都合により、変更となることがあります。
ご了承ください。

今月の見どころ1月JANUARY
2022

月  1/10・17・24・31 火  1/11・18・25 水  1/5・12・19・26 木  1/6・13・20・27 金  1/7・14・21・28 土  1/8・15・22・29 日  1/9・16・23・30
SHOPチャンネル 足腰ぴんぴん体操 ふるさと白山体操 足腰ぴんぴん体操 ふるさと白山体操 足腰ぴんぴん体操 週刊はくさん情報　まちトピ

衛星劇場＆スターチャンネル番組案内 衛星劇場＆スターチャンネル番組案内 衛星劇場＆スターチャンネル番組案内 衛星劇場＆スターチャンネル番組案内 衛星劇場＆スターチャンネル番組案内 1週間の話題をまとめて紹介！
釣りうぇ～ぶ 釣りうぇ～ぶ 釣りうぇ～ぶ 釣りうぇ～ぶ 釣りうぇ～ぶ
毎週火曜日更新の釣り情報番組！ 毎週火曜日更新の釣り情報番組！ 毎週火曜日更新の釣り情報番組！ 毎週火曜日更新の釣り情報番組！ 毎週火曜日更新の釣り情報番組！

めざせプロ棋士　＃1035
小山直希三段　vs　西山朋佳三段　ほか

全国各地のケーブルテレビ特集番組 全国各地のケーブルテレビ特集番組 全国各地のケーブルテレビ特集番組 全国各地のケーブルテレビ特集番組 鉄道チャンネル
11日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭 5日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭 6日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭 7日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭 女子的駅弁紀行
18日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 19日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 20日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 21日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 ファミ劇特番　「STU48　イ申テレビ　シーズン11」vol．2 週刊はくさん情報　まちトピ

ファン理解度選手権　後編 1週間の話題をまとめて紹介！
ゴーゴー！のりものタウン　＃408 ゴーゴー！のりものタウン　＃410 ゴーゴー！のりものタウン　＃411 7，14日 フィギュアスケートのミカタ　前編 京都よろづ観光帖　＃18

21，28日　フィギュアスケートのミカタ　後編
公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅
伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から
けーぶるにっぽん　彩JAPAN 　10日 愛知・常滑焼 けーぶるにっぽん　彩JAPAN けーぶるにっぽん　彩JAPAN けーぶるにっぽん　彩JAPAN けーぶるにっぽん　彩JAPAN けーぶるにっぽん　彩JAPAN 　8日 愛知・常滑焼 けーぶるにっぽん　彩JAPAN 　9日 愛知・常滑焼
17，24日 愛知・彼岸花　31日 静岡・静岡おでん 11日 愛知・常滑焼　18，25日 愛知・彼岸花 5，12日 愛知・常滑焼　19，26日 愛知・彼岸花 6，13日 愛知・常滑焼　20，27日 愛知・彼岸花 7，14日 愛知・常滑焼　21，28日 愛知・彼岸花 15，22日 愛知・彼岸花　29日 静岡・静岡おでん 16，23日 愛知・彼岸花　30日 静岡・静岡おでん
あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう 聴覚障害のキホンのわかる動画　※15，22，29日は手話を学ぼう 手話を学ぼう　※9日は聴覚障害のキホンのわかる動画

東日本大震災　復興テーマ番組「to Revive」　＃8 東日本大震災　復興テーマ番組「to Revive」　＃8
わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終
神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13
大正琴の集い 大正琴の集い 大正琴の集い 大正琴の集い 大正琴の集い 全国各地のケーブルテレビ特集番組 全国各地のケーブルテレビ特集番組
＜前編＞ ＜後編＞ ＜前編＞ ＜後編＞ ＜前編＞ 8日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭 9日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭

15日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 16日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編

公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅
ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング
おうちでフィットネス おうちでフィットネス おうちでフィットネス おうちでフィットネス おうちでフィットネス おうちでフィットネス おうちでフィットネス
＃7～9 ＃7～9 ＃7～9 ＃7～9 ＃7～9 ＃7～9 ＃7～9
鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル ラグビー　わんだほー！～ラグビー情報番組～ 週刊はくさん情報　まちトピ
私鉄沿線 私鉄沿線 私鉄沿線 私鉄沿線 私鉄沿線 リーグワン開幕スペシャル 1週間の話題をまとめて紹介！
鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル
10日 南海電鉄　前面展望　南海線 11日 冬の弘南鉄道　ほか 5日 【前面展望】金沢シーサイドライン完全版　ほか 6日 近藤智美の冬の網走　流氷物語号の旅　ほか 7日 南海電鉄　前面展望　南海線
17日 柏原美紀の会津鉄道の旅　ほか 18日 南海電鉄　前面展望　南海線 12日 南海電鉄　前面展望　高野線 13日 10分鉄　ほか 14日 【前面展望】金沢シーサイドライン完全版　ほか けんこう手帳 ファミ劇特番　「STU48　イ申テレビ　シーズン11」vol．2
24日 近藤智美の冬の網走　流氷物語号の旅　ほか 25日 柏原美紀の会津鉄道の旅　ほか 19日 冬の弘南鉄道　ほか 20日 南海電鉄　前面展望　高野線 21日 10分鉄　ほか 金沢学院大プログラム ファン理解度選手権　後編
31日 南海電鉄　前面展望　高野線 28日 【前面展望】金沢シーサイドライン完全版　ほか 26日 南海電鉄　前面展望　南海線 27日 冬の弘南鉄道　ほか 28日 南海電鉄　前面展望　高野線 「ステイホームを乗り切り運動と食事のコツ」 釣りうぇ～ぶ

2021年3月27日収録の講演 毎週火曜日更新の釣り情報番組！

全国各地のケーブルテレビ特集番組 全国各地のケーブルテレビ特集番組 全国各地のケーブルテレビ特集番組 全国各地のケーブルテレビ特集番組 全国各地のケーブルテレビ特集番組 フィギュアスケートのミカタ　前編 フィギュアスケートのミカタ　後編
10日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭 11日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭 5日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭 6日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭 7日～　三沢メモリーズ　三沢基地航空祭
17日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 18日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 19日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 20日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 21日～　長野県ご当地対決「チョコレート」編 鉄道チャンネル 鉄道チャンネル

スイーツ娘「柏原美紀」のゆるっとふわ鉄旅 スイーツ娘「柏原美紀」のゆるっとふわ鉄旅
まちスタ330 まちスタ330 まちスタ330 まちスタ330 まちスタ330 大正琴の集い 白山市の未来へつなぐシンポジウム
※10日は15：30～　STU48　イ申テレビ　シーズン11 vol．2後編 ＜総集編＞ パネルディスカッション　「みんなでギカイを考えるキカイ」
 16：00～　ラグビー　わんだほー！～ラグビー情報番組～
  リーグワン開幕スペシャル

ふるさと白山体操 足腰ぴんぴん体操 ふるさと白山体操 足腰ぴんぴん体操 ふるさと白山体操
公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅
アニメ「GIANT KILLING」 アニメ「GIANT KILLING」 アニメ「GIANT KILLING」 アニメ「GIANT KILLING」 アニメ「GIANT KILLING」 アニメ「GIANT KILLING」 アニメ「GIANT KILLING」

アニメ「ベイビーステップ」 アニメ「ベイビーステップ」 アニメ「ベイビーステップ」 アニメ「ベイビーステップ」 アニメ「ベイビーステップ」 アニメ「ベイビーステップ」 アニメ「ベイビーステップ」

はくさん情報　まちトピ　月曜日 はくさん情報　まちトピ　火曜日 はくさん情報　まちトピ　水曜日 はくさん情報　まちトピ　木曜日 はくさん情報　まちトピ　金曜日 神保町昭和歌謡倶楽部 神保町昭和歌謡倶楽部
藤森哲也の入門講座「将棋プロ棋士への道」　＃10 藤森哲也の入門講座「将棋プロ棋士への道」　＃10 藤森哲也の入門講座「将棋プロ棋士への道」　＃10 藤森哲也の入門講座「将棋プロ棋士への道」　＃10 藤森哲也の入門講座「将棋プロ棋士への道」　＃10
はくさん情報　まちトピ　月曜日 はくさん情報　まちトピ　火曜日 はくさん情報　まちトピ　水曜日 はくさん情報　まちトピ　木曜日 はくさん情報　まちトピ　金曜日 週刊はくさん情報　まちトピ 週刊はくさん情報　まちトピ
囲碁初級講座「ホッシー教官の囲碁初心者教習所」　＃10 囲碁初級講座「ホッシー教官の囲碁初心者教習所」　＃10 囲碁初級講座「ホッシー教官の囲碁初心者教習所」　＃10 囲碁初級講座「ホッシー教官の囲碁初心者教習所」　＃10 囲碁初級講座「ホッシー教官の囲碁初心者教習所」　＃10 1週間の話題をまとめて紹介！ 1週間の話題をまとめて紹介！
はくさん情報　まちトピ　月曜日 はくさん情報　まちトピ　火曜日 はくさん情報　まちトピ　水曜日 はくさん情報　まちトピ　木曜日 はくさん情報　まちトピ　金曜日
公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅
大正琴の集い 大正琴の集い 大正琴の集い 大正琴の集い 大正琴の集い ヒストリーチャンネル特番 ラグビー　わんだほー！～ラグビー情報番組～
＜後編＞ ＜前編＞ ＜後編＞ ＜前編＞ ＜後編＞ MANKIND/人間史～わたしたちの物語　＃1 リーグワン開幕スペシャル

はくさん情報　まちトピ　月曜日 はくさん情報　まちトピ　火曜日 はくさん情報　まちトピ　水曜日 はくさん情報　まちトピ　木曜日 はくさん情報　まちトピ　金曜日 人類覆面化計画！　覆面MANIA TV　＃17 人類覆面化計画！　覆面MANIA TV　＃17
ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング ナチュラルフードクッキング
公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅 公認観光ガイドと行く！ぶらり白山手取川ジオパークの旅
わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終 わらしべちゃんねる　＃13 終 衛星劇場＆スターチャンネル番組案内 衛星劇場＆スターチャンネル番組案内
はくさん情報　まちトピ　月曜日 はくさん情報　まちトピ　火曜日 はくさん情報　まちトピ　水曜日 はくさん情報　まちトピ　木曜日 はくさん情報　まちトピ　金曜日 あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう
神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13 神主と学ぶ　日本神話　＃13
けーぶるにっぽん　彩JAPAN 　10日 愛知・常滑焼 けーぶるにっぽん　彩JAPAN けーぶるにっぽん　彩JAPAN けーぶるにっぽん　彩JAPAN けーぶるにっぽん　彩JAPAN けーぶるにっぽん　彩JAPAN 　8日 愛知・常滑焼 けーぶるにっぽん　彩JAPAN 　9日 愛知・常滑焼
17，24日 愛知・彼岸花　31日 静岡・静岡おでん 11日 愛知・常滑焼　18，25日 愛知・彼岸花 5，12日 愛知・常滑焼　19，26日 愛知・彼岸花 6，13日 愛知・常滑焼　20，27日 愛知・彼岸花 7，14日 愛知・常滑焼　21，28日 愛知・彼岸花 15，22日 愛知・彼岸花　29日 静岡・静岡おでん 16，23日 愛知・彼岸花　30日 静岡・静岡おでん
はくさん情報　まちトピ　月曜日 はくさん情報　まちトピ　火曜日 はくさん情報　まちトピ　水曜日 はくさん情報　まちトピ　木曜日 はくさん情報　まちトピ　金曜日 週刊はくさん情報　まちトピ 週刊はくさん情報　まちトピ
伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から 伊勢　美し（うまし）国から 1週間の話題をまとめて紹介！ 1週間の話題をまとめて紹介！
あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう

SHOPチャンネル SHOPチャンネル SHOPチャンネル SHOPチャンネル SHOPチャンネル SHOPチャンネル SHOPチャンネル
（～翌朝まで） （～翌朝まで） （～翌朝まで） （～翌朝まで） （～翌朝まで） （～翌朝まで） （～翌朝まで）

※年末年始の特別編成（12月 29日～ 1月 4日）の番組表はウラ面に掲載しています

大正琴の集い
令和3年11月7日に白山市大正琴文
化連盟の主催で松任文化会館ピーノ
を会場に開かれたステージの模様を
放送。月～金曜は前後半に分けて、
土曜には総集編でお送りします。

前編　　月、水、金曜 10：00
　　　　火、木曜 20：00
後編　　月、水、金曜 20：00
　　　　火、木曜 10：00
総集編　土曜 15：30

白山市の未来へつなぐシンポジウム
パネルディスカッション 「みんなでギカイを考えるキカイ」
持続可能な議会の実現と市政の発展
のため、白山市議会が初めて企画し
た「白山市の未来へつなぐシンポジ
ウム」のパネルディスカッションを放
送。県議や金沢市議のほか、一般市民
がなかなかわかりづらい議会や議員
活動について意見を交わしました。

日曜　15：30

わらしべちゃんねる 終
民話をもとにした物語を「音」と「絵」
で語る番組です。茨城県結城市の市
民活動団体「わらしべの会」の協力
のもと、テレビの前のみなさんを「お
とえがたり」の世界へいざないます。
今月が最終回です。

毎日　9：30など

めざせプロ棋士　＃1035
今、注目の西山朋佳三段。奨励会三
段リーグでの棋譜をピックアップ！
西山三段の三段リーグでの戦いぶり
を解説します。

日曜　6：00

ⓒ囲碁・将棋チャンネル


