
デジタル
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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 交通情報カメラ テレビショッピング15 釣り大好き！ GO！GO！ベルマーレ 新・素敵音楽館 Channel	Bay	情報局 GO！GO！ベルマーレ 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 あつぎ人物辞典

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

小島よしおの江東区・
中央区社長と呑みTV

かながわ	らく楽
ウォーキング

30
神奈中バスで移動中！

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 GO！GO！ベルマーレ Plus	BicycleフジミパノラマRide Channel	Bay	情報局 釣り大好き！ すわSPA！ GO！GO！ベルマーレ 新・素敵音楽館
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 時をかけるアメマ！

寛平さんぽ 唄う！
青春劇場

田中律子の旅するSUP いい伊豆みつけた 横浜ミストリー テレビショッピング 藤波辰爾の歴史探訪
30 小島よしおの江東区・

中央区社長と呑みTV
かながわ	らく楽
ウォーキング かながわ情熱アスリート かながわ	らく楽

ウォーキング いい伊豆みつけた

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 秋本奈緒美が行く		

日本名水巡りの旅
かながわ	らく楽
ウォーキング

小島よしおの江東区・
中央区社長と呑みTV

時をかけるアメマ！	
寛平さんぽ

秋本奈緒美が行く		
日本名水巡りの旅 情熱ＰＪアワー	

～みらいにつなげよう～	
『横浜開港祭』
プレイバック

秋本奈緒美が行く		
日本名水巡りの旅

30 横浜
ミストリー

田中律子の
旅するSUP

藤波辰爾の
歴史探訪 魚っちんぐ 藤波辰爾の

歴史探訪 魚っちんぐ

7
00

魚っちんぐ Channel	Bay	情報局 釣り大好き！ 小島よしおの江東区・
中央区社長と呑みTV

かながわ	らく楽
ウォーキング 横浜ミストリー新・素敵音楽館 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）」	
45 Plus	BicycleフジミパノラマRide 釣り大好き！ すわSPA！ Plus	BicycleフジミパノラマRide 釣り大好き！ 新・素敵音楽館

8
00 田中律子の

旅するSUP 魚っちんぐ いい伊豆
みつけた

藤波辰爾の
歴史探訪 魚っちんぐ かながわ情熱

アスリート 田中律子の旅するSUP
30 いい伊豆

みつけた
横浜

ミストリー
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 いい伊豆みつけた 時をかけるアメマ！

寛平さんぽ
小島よしおの江東区・
中央区社長と呑みTV

9
00 かながわ	らく楽

ウォーキング
MUSIC	PARTY

秋本奈緒美が行く		
日本名水巡りの旅 唄う！

青春劇場 MUSIC	PARTY
テレビショッピング　

MUSIC	PARTY30 かながわ情熱
アスリート

横浜
ミストリー 横浜ミストリー

10
00 あつぎっ子通信
15 Channel	Bay	情報局 番組案内 番組案内 新・素敵音楽館 Channel	Bay	情報局 Plus	BicycleフジミパノラマRide すわSPA！
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

15

ほかにも見どころ満載！� （7／1〜7／31）

月〜水・金〜日� YOUテレビ制作
横浜ミストリー� 1日更新
月〜木・日� YOUテレビ制作
新・素適音楽館� 1日更新
月〜木・土� 湘南ケーブルネットワーク制作
GO！GO！ベルマーレ�1日、16日更新
月〜金� 東京ベイネットワーク制作
Channel�Bay�情報局� 5日更新
水・金・土� LCV制作
すわSPA！
月〜金・日� 伊豆急ケーブル制作
いい伊豆みつけた� 1日更新
火・金・日� TCN制作
MUSIC�PARTY� 1日更新
月・火・木・土� LCV制作
Plus�BicycleフジミパノラマRide

�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

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。

進行：イワイガワ

神奈川県内の自然・歴史スポット・観光名所・グルメ・
地元で人気のお店。さらには、散策の疲れを癒す温浴施
設など…。気軽に日帰りウォーキングが楽しめる魅力溢
れる散策コースを
毎月リポーターの
原アンナがご紹介
します！
制作：横浜ケーブ
ルビジョン

かながわ�らく楽ウォーキング
毎日（1日更新） 水�後3：30〜4：00i
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