
デジタル

111
地域に密着した身近な情報が満載！

あゆチャンネル番組表
街の話題をお待ちしております
E-mail	 ：	ayuchan@ayu.ne.jp ／	FAX	 ：	046-220-2189
ハガキ	 ：	〒243-0021　厚木市岡田3050		

	厚木伊勢原ケーブルネットワーク	
	あゆチャンネル情報提供、投稿ビデオ係

URL	 ：	http://www.ayu.ne.jp

番組は予告なく変更することがあります。 ご了承ください。

月 火 水 木 金 土 日

7
00 4K放送スタート中！！	（ＭCイワイガワ）　求人情報　交通情報カメラ テレビショッピング15 番組案内 GO！GO！ベルマーレ 新・素敵音楽館 GO！GO！ベルマーレ 新・素適音楽館 すわSPA！
30 テレビショッピング

8
00 テレビショッピング
30 テレビショッピング かながわ情熱アスリート

9
00 こちらワクワク情報局　（番組終了後に1分ニュース）
30 あつぎっ子通信
45 4K放送スタート中！！	（ＭCイワイガワ）　求人情報　交通情報カメラ

10
00

テレビショッピング
30

テレビショッピング

11
00 藤波辰爾の

歴史探訪 いい伊豆みつけた かながわ情熱
アスリート

田中律子の
旅するSUP

時をかけるアメマ！
寛平さんぽ 横浜ミストリー かながわ	らく楽ウォーキング

30 神奈中バスで移動中！	ハイパー

0
00 厚木市提供番組「あつぎ	元気	Wave（ウエーブ）」	
15 こちらワクワク情報局　（番組終了後に1分ニュース）
45 あつぎ人物辞典

1
00 あつぎっ子通信
15 4K放送スタート中！！	（ＭCイワイガワ）　求人情報　交通情報カメラ
30 テレビショッピング

2
00 テレビショッピング
30 テレビショッピング

3
00 いい伊豆

みつけた 唄う！
青春劇場

かながわ	らく楽
ウォーキング 横浜ミストリー テレビショッピング いい伊豆みつけた

30 GO！GO！ベルマーレ 加藤紀子の“ぶらり”
下町呑みある記 かながわ情熱アスリート 加藤紀子の”ぶらり”

下町呑みある記 時をかけるアメマ！	寛平さんぽ45 番組案内

4
00 こちらワクワク情報局　（番組終了後に1分ニュース）
30 神奈中バスで移動中！	ハイパー

5
00

テレビショッピング
唄う！青春劇場

テレビショッピング
30

テレビショッピング テレビショッピング

6
00 あつぎ人物辞典 加藤紀子の“ぶらり”

下町呑みある記
あつぎ人物辞典 時をかけるアメマ！	

寛平さんぽ
あつぎ人物辞典 情熱アワー

7日　前編　14日　後編	
湘南よさこい祭り2019		
ストリートパフォーマンス	

21日	
第6回	市民マラソンサミット		
in	湘南【再放送】	
◇7.30	情熱アスリート

28日	
かながわハイスクール	

議会2019

田中律子の旅するSUP15 Channel	Bay	情報局 釣り大好き！ Channel	Bay	情報局
30

横浜ミストリー あつぎ人物辞典 藤波辰爾の
歴史探訪

あつぎ人物辞典 藤波辰爾の
歴史探訪

Channel	Bay	情報局
45 釣り大好き！ 釣り大好き！ 番組案内

7
00 あつぎっ子通信 あつぎっ子通信
15 新・素適音楽館 GO！GO！ベルマーレ 新・素適音楽館 すわSPA！ GO！GO！ベルマーレ
30 厚木市提供番組「あつぎ	元気	Wave（ウエーブ）」	 元気	Wave
45 4K放送スタート中！！	（ＭCイワイガワ）　求人情報　交通情報カメラ 1・8・15日

第71回諏訪湖祭
湖上花火大会

8
00 田中律子の

旅するSUP

みんな集まれ！
トコカラのど自慢♪

いい伊豆みつけた 藤波辰爾の
歴史探訪

みんな集まれ！
トコカラのど自慢♪

元気	Wave
Channel	Bay	情報局

30 時をかけるアメマ！
寛平さんぽ

時をかけるアメマ！
寛平さんぽ

かながわ	
らく楽ウォーキング

時をかけるアメマ！	
寛平さんぽ

9
00 かながわ	らく楽

ウォーキング
田中律子の
旅するSUP

唄う！青春劇場
テレビショッピング

30 かながわ情熱
アスリート 横浜ミストリー かながわ	

らく楽ウォーキング

10
00 あつぎっ子通信
15 釣り大好き！ すわSPA！ Channel	Bay	情報局 すわSPA！ 釣り大好き！
30 あつぎ人物辞典
45 厚木市提供番組「あつぎ	元気	Wave（ウエーブ）」

11
00

こちらワクワク情報局　　（番組終了後に1分ニュース）
30 神奈中バスで移動中！	ハイパー

0
〜
6

00

テレビショッピング

22・29日
4K放送スタート中！！

22・29日	
第37回全国新作
花火競技大会

あつぎっ子通信
釣り大好き！

00

15
30

45

厚木市内の出来事をお届けする｢ニュ
ースフラッシュ｣、素敵なお店を紹介
する｢お店再発見！｣、厚木警察署の協
力でお送りする「厚木市内犯罪発生状
況」、その他、様々な情報をお送りする情報番組です。

 こちらワクワク情報局
毎日（毎週月曜日更新）前9：00～9：30i

 神奈中バスで移動中！ ハイパー
毎日（1日更新） 前11：30～後0：00i

ピンポンパ～ン♪毎度ご乗車いただきありがと
うございます。この番組は、神奈中バスで行く
プチ・バストラベル系の情報番組です。番組を
安全運転・珍行方向に左右するのはお笑い芸人
のイワイガワの2人。行き先や内容は、ロケ当日に発表するという、
少々ユルメの番組です。それでは間もなく出発いたしま～す！

ほかにも見どころ満載！ （9／1〜9／30）

月・水・木～土� YOUテレビ制作
横浜ミストリー 1日更新
月～金� YOUテレビ制作

新・素適音楽館 1日更新
月～木・日�� 湘南ケーブルネットワーク

GO ！ GO ！ベルマーレ 1日、16日更新
月・火・日�� 伊豆急ケーブルネットワーク制作

いい伊豆みつけた 1日更新
月・水・金～日� 東京ベイネットワーク

Channel Bay 情報局 5日更新
毎日� 厚木伊勢原ケーブルネットワーク

４K放送スタート中！！
毎日� 厚木伊勢原ケーブルネットワーク

あゆchanPRESS求人情報 1日更新
月・水・木・土� 横浜ケーブルビジョン�

かながわ らく楽ウォーキング 1日更新
火・木・金・土�

すわSPA ！

 唄う！青春劇場
火・木・土 木�後9：00～10：00i

9/3～  　唄う！青春劇場（8月17日収録分）
9/10～　唄う！青春劇場（9月7日収録分）

市内の幼稚園、小学校などにおじゃまして　季節のイベントを紹介する番組。
取材した子どもたちにインタビューしてたくさんの元気な笑顔を大放送！
1日～　みらくる保育園　夏のおたのしみ会

 「あつぎっ子通信」
毎日（1日更新） 前9：30～9：45i

進行：イワイガワMC 小林真理


