
デジタル

111 あゆチャンネル年始特別編成（1/1～1/9）
地域に密着した身近な情報が満載！ 問い合わせ先 ▶厚木伊勢原ケーブルネットワーク（株） 0120-48-5541

3日（月） 4日（火） 5日（水） 6日（木） 7日（金） 1・8日（土） 2・9日（日）

7
00 交通情報カメラ
15 新・素敵音楽館 あつぎっ子通信 ファファ　FAN TIME 番組案内 あつぎ人物辞典 釣り大好き！ 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

9
00

テレビ年賀状
30 神奈川県ケーブルテレビ協議会新春特番　　黒岩知事が語る！2022年新春特別インタビュー
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

まりえさん！しずよ社長がお出かけですよ！
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

テレビ年賀状
45 ファファ　FAN TIME 釣り大好き！ 黒岩知事 新・素適音楽館 Channel Bay 情報局 番組案内 黒岩知事 

1
00 あつぎ人物辞典
15 あつぎっ子通信
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

こちらワクワク情報局 
お店総集編 唄う！青春劇場 

歴代チャンピオン
オンステージ＆ 
2021グランド

チャンピオン大会

こちらワクワク情報局 
ニュース総集編

特別番組
「本州横断！ちょっTOおねだり

しちゃお～KAI！2022」

こちらワクワク情報局 
お店総集編

テレビショッピング こちらワクワク情報局 
ニュース総集編テレビ年賀状

4
00

神奈中バスで移動中！ 神奈中バスで移動中！ あつぎっ子通信 神奈中バスで移動中！すわSPA！
30 まりえさん！しずよ社長

がお出かけですよ！ まりえさん！しずよ社長がお出かけですよ！

5 00 テレビショッピング こちらワクワク情報局
ニュース総集編

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

テレビ年賀状 テレビ年賀状
30

横浜ミストリー まりえさん！しずよ社長が
お出かけですよ！

かながわ らく楽
ウォーキング 魚っちんぐ 藤波辰爾の歴史探訪 特別番組

「本州横断！ちょっTO
おねだりしちゃお～

KAI！2022」7
00

いい伊豆みつけた 神奈中バスで移動中！ 横浜ミストリー まりえさん！しずよ社長が
お出かけですよ！

GO！GO！ベルマーレ
すわSPA！

30 厚木市提供番組「あつぎ 元気 Wave（ウエーブ）」 あつぎ 元気 Wave
45 黒岩県知事が語る！新春特別インタビュー2022

特別番組 
厚木市

全国県人会連合会 
２０２１ふるさと

芸能発表会

黒岩県知事が語る！新春特別インタビュー2022

特別番組 
厚木市

全国県人会連合会 
２０２１ふるさと

芸能発表会

8
00

特新春特別番組
「長野・新潟・富山 
お国自慢大新年会 

2022」

特別番組
「本州横断！ちょっTO

おねだりしちゃお～
KAI！2022」

唄う！青春劇場 
歴代チャンピオン
オンステージ＆ 
2021グランド

チャンピオン大会

特新春特別番組
「長野・新潟・富山 
お国自慢大新年会 

2022」

あつぎ 元気 Wave
黒岩知事
特別番組

「本州横断！ちょっTOおねだり
しちゃお～KAI！2022」

9 こちらワクワク情報局
お店総集編 まりえさん！しずよ社長が

お出かけですよ！

10
00 まりえさん！しずよ社長が

お出かけですよ！ 神奈中バスで移動中！ 神奈中バスで移動中！ Channel Bay 情報局 テレビショッピング釣り大好き！
30 あつぎ人物辞典 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 神奈中バスで移動中！ テレビ年賀状 しずよ社長がお出かけですよ！ テレビ年賀状 しずよ社長がお出かけですよ！ テレビ年賀状 神奈中バスで移動中！
30

テレビ年賀状 まりえさん！しずよ社長が
お出かけですよ！ テレビ年賀状 あつぎっ子通信 テレビ年賀状 藤波辰爾の歴史探訪 テレビ年賀状GO！GO！ベルマーレ
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泉秀樹の
歴史を歩く 
年末年始
スペシャル 
源氏三代・ 
その栄光と

悲劇
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テレビを通して新年のあ
いさつをする「テレビ年賀
状」。お店や会社、教室や
団体など様々な方がご出
演します。そして視聴者の
皆さまにはお年玉をご用
意しました。応募方法は番組内でご案内いたします。

 テレビ年賀状
1日（土）～9日（日） 前9：00～9：30i

地域の魅力をよく知るＣＡＴＶ各局のアナ
がスタジオ＋各地からの中継を結び、情報
をお届け！歴史、観光、伝統工芸、新商品
など様々な切り口から“おでかけ気分”や 

“知的好奇心”をくすぐる、120 分情報バ
ラエティ番組です。その他、お年玉プレゼントのコーナーもあります。

新春特別番組「長野・新潟・富山 
お国自慢大新年会 2022」

3日（月）・7日（金） 後8：00～10：00

西は岡山県倉敷市から東は宮城県仙台市まで。ＴＯＫＡＩグループに
参画するケーブルテレビ局８局自慢の名物リポーターが、このコロナ
禍が収まったら訪れて欲しい場所を列島リレーでご紹介。３万円分の
宿泊券や最高級レトルトカレー、
ウイスキーなどなど、選りすぐり
のプレゼントが皆さんをお待ちし
ています。是非ご覧ください！ 

特別番組　本州横断！ちょっTO
おねだりしちゃお～KAI ！2022

1日（土）～ 1日 後8:30～9:30i

年 始 番 組  P i c k  u p

「いのち輝くマグネット神奈川」をスローガンに、
「いのち」にこだわる施策や経済対策など、これま
で様々な取り組みを実行してきた黒岩知事。県民のために日々奮闘した2021
年を振り返るとともに、2022年の県政の展望や抱負を語っていただきます。

神奈川県ケーブルテレビ協議会新春特番
黒岩知事が語る！
2022年新春特別インタビュー
1日（土）～9日（日）前 9：30～9：45i

黒岩祐治 神奈川県知事

情熱PJアワー

源氏三代の“謎”に 独自の視点で迫る
12世紀後半の源頼朝による鎌倉幕府の設立か
ら、徳川慶喜による大政奉還までの約680年
間に渡る武家による政権支配。その礎を築いた「頼朝」。修善寺
で暗殺された悲劇の英雄「頼家」。和歌の天才的才能を発揮した

「実朝」。年末年始スペシャルでは、源氏三代の悲哀を描きます。

泉秀樹の歴史を歩くスペシャル
源氏三代・その栄光と悲劇

1日（土） 後6：00～8：00i

源頼朝

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。

厚木市内の出来事をお届けする「ニ
ュースフラッシュ」と素敵なお店を
紹介する「お店再発見」の1年分をそ
れぞれ1時間にまとめて放送します。

 「2021年　お店再発見！総集編」
「2021年　ニュースフラッシュ総集編」

2日（日）～ 後3：00～4：00i
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