チャンネル

県北の情報はこのチャンネルで決まり！

112ｃｈ ワイワイチャンネル10月号

※番組は変更する場合があります。

11/1(木)～11/4(日)は10月編成に準じます。
(月)
1.8.15.22.29
6:00
:30

(火)
2.9.16.23.30

8:00

:30
10:00
:30

▽8：30 TDN Presents

▽12：30 カミタビ
▽12：50 でっさるこ

6:00
:30
7:00
:30
8:00
:30
9:00

:45
：55
10:00
:30
11:00
:30
0:00
:30
1:00
:30
2:00
:30
3:00
:30
4:00
:30

ここほれワイワイ 火曜 再放送
ここほれワイワイ 水曜 再放送
ここほれワイワイ 木曜 再放送
ここほれワイワイ 金曜 再放送

▽11：30 ワイワイ釣り三昧

▽ボウリングアカデミー ▽プラモデルのツボ

▽2：00 友チャリ
▽2：30 TDN Presents

:30

:30

ここほれワイワイ 月曜 再放送

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

▽友チャリ
▽カミタビ ▽TDN地方創生

▽3：30 神宿る山をゆく ▽3：45 ワイカ加盟店紹介

ここほれワイワイ 火曜 再放送
ここほれワイワイ 水曜 再放送
ここほれワイワイ 木曜 再放送

▽5：00 Beauty of JAPAN

ここほれワイワイ 金曜 再放送

▽5：30 グルメはメグル ▽5：40 ガイド 5：45 ナチュラルフードクッキング

▽のべおか市政だより ▽We技World
▽ナチュラルフードクッキング

▽6：00 ワイワイキッズ ▽6：10 歴史のいろは ▽6：20 お知らせ ▽6：25 ガイド ▽6：27 のべおか市政だより

▽カミタビ ▽みてチャン ▽グルメはメグル

▽6：30 県北情報ここほれワイワイ(初回放送)

▽でっさるこ ▽あクてぃ部/サークルサークル
▽歴史のいろは

▽7：00 カミタビ ▽7：15 旬産！ひむか味 ▽7：25 あクてぃ部

▽ワイワイ釣り三昧

▽7：30 ワイワイ釣り三昧

▽ノベ☆スタ ▽えきマチ ▽お知らせ

B…▽8：00 ワイワイキッズ ▽8：10 みてチャン ▽8：15 ノベ☆スタ感動体験

▽TDN Presents

県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽旬産！ひむか味 ▽神宿る山をゆく
▽ガイド ▽のべおか市政だより

▽9：00 のべおか市政だより
第14回ケーブルテレビ九州番組コンクール受賞作品【レギュラー番組部門】
▽9：05 グランプリ「海軍航空隊玄海基地～赤錆びたレールの記憶～」 (株)ジェイコム九州【福岡局】制作
▽9：30 準グランプリ「カメラ散歩～商店街編～」 宮崎ケーブルテレビ(株)制作

:30
9:00
:30
10:00
:30
11:00
:30

:30

:30

ここほれワイワイ 月曜 再放送

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

:30
8:00

1:00

▽3：00 TDN地方創生プロジェクト ▽3：15 ノベ☆スタ感動体験

A…▽4：00 ワイワイキッズ ▽4：10サークルサークル/あクてぃ部 ▽4：20 でっさるこ
▽4：30 カミタビ
▽4：50 We技World

:30
7:00

0:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽でっさるこ

第14回ケーブルテレビ九州番組コンクール 受賞作品 【特別・特集番組部門】
▽1：00 グランプリ「唐津映画花筐～戦争と死と生をスクリーンに叩きつけて」(株)唐津ケーブルテレビジョン
▽1：30 準グランプリ 「龍の眼の化身～びいどろ吹きの親子の物語」(株)長崎ケーブルメディア

3:00

5:00

▽TDN Presents

▽11：00 ナチュラルフードクッキング ▽11：15 TDN地方創生プロジェクト

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

2:00

:30

▽Beauty of JAPAN

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

D…▽12：00 ワイワイキッズ ▽12：10 グルメはメグル ▽12：20 えきマチへGO！

:30

4:00

▽ワイワイ釣り三昧
▽カミタビ ▽TDN地方創生

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

1:00

:30

6:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽サークル▽あクてぃ部

▽7：30 ワイワイ釣り三昧

C…▽10：00 ワイワイキッズ ▽10：10 ワイワイからのお知らせ ▽10：15 カミタビ
▽10：30
Beauty of JAPAN

(日)
7.14.21.28.11/4

▽7：00 カミタビ ▽7：15 TDN地方創生プロジェクト

第14回ケーブルテレビ九州番組コンクール 受賞作品 【レギュラー番組部門】
▽9：00 グランプリ「海軍航空隊玄海基地～赤錆びたレールの記憶～」 (株)ジェイコム九州【福岡局】制作
▽9：25 準グランプリ 「カメラ散歩～商店街編～」 宮崎ケーブルテレビ(株)制作
▽9：40 優秀賞「わがまちいんだすとりぃず～長崎ブロイラー産業」 諫早ケーブルテレビ(株)制作

:30

:30

(土)
6.13.20.27.11/3

B…▽8：00 ワイワイキッズ ▽8：10 みてチャン ▽8：15 ノベ☆スタ感動体験

11:00

0:00

(金)
5.12.19.26.11/2

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

:30

9:00

(木）
4.11.18.25.11/1

A…▽6：00 ワイワイキッズ ▽6：10 サークルサークル/あクてぃ部 ▽6：20 でっさるこ
▽6：30
Beauty of JAPAN

7:00

30

(水)
3.10.17.24.31

2:00
:30
3:00
:30
4:00
:30
5:00
:30
6:00
:30
7:00
:30
8:00
:30
9:00

ここほれワイワイ 月曜 再放送

:05
:30

▽9：45 Ｗｅ技World
ここほれワイワイ 火曜 再放送
▽9：55 サークルサークル
C…▽10：00 ワイワイキッズ ▽10：10 ワイワイからのお知らせ ▽10：15 カミタビ

ここほれワイワイ 水曜 再放送

県北情報ここほれワイワイ(再放送)

ここほれワイワイ 木曜 再放送

▽11：00 TDN Presents

ここほれワイワイ 金曜 再放送

▽11：30 ワイワイ釣り三昧

▽カミタビ ▽ノベ☆スタ

D…▽12：00 ワイワイキッズ ▽12：10 グルメはメグル ▽12：20 えきマチへGO！
県北情報ここほれワイワイ(再放送)

:30
11:00
:30
0:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽サークル▽あクてぃ部

:30
1:00

第14回ケーブルテレビ九州番組コンクール 受賞作品 【特別・特集番組部門】
▽1：00 グランプリ「唐津映画花筐～戦争と死と生をスクリーンに叩きつけて」 (株)唐津ケーブルテレビジョン制作
▽1：30 準グランプリ 「龍の眼の化身～びいどろ吹きの親子の物語」 (株)長崎ケーブルメディア制作

▽1：00 グランプリ「海軍航空隊玄海基地～赤錆びたレールの記憶～」
▽1：25 準グランプリ「カメラ散歩～商店街編～」
▽1：40 優秀賞「わがまちいんだすとりぃず～長崎ブロイラー産業」

A…▽2：00 ワイワイキッズ ▽2：10サークルサークル/あクてぃ部 ▽2：20 でっさるこ

▽神宿る山をゆく ▽TDN地方創生

県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽Beauty of JAPAN

▽3：00 神宿る山をゆく ▽3：15 TDN地方創生プロジェクト

10:00

第14回ケーブルテレビ九州番組コンクール 受賞作品【レギュラー番組部門】

▽でっさるこ ▽We技World ▽歴史のいろは

▽3：30 友チャリ

▽友チャリ

B…▽4：00 ワイワイキッズ ▽4：10 みてチャン ▽4：15 ノベ☆スタ感動体験

▽グルメはメグル ▽旬産！ひむか味
▽えきマチへGO

県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽ボウリングアカデミー ▽プラモデルのツボ

:30
2:00
:30
3:00
:30
4:00
:30

