チャンネル

日向市・門川町・美郷町の情報を中心にお届けします。

122ｃｈ 日向チャンネル１２２ １月号

※番組は変更する場合があります。

2/1(金)～2/3(日)は1月編成に準じます。
(月)

(火)

7.14.21.28
6:00

:30

▽6：00ワイカ加盟店紹介
▽6：15 今日のお元気さん
▽6：20 ワイワイキッズ

▽7：00 のんびりし～な

:30

30

10:00

▽12：00 湯こゆこっ
▽12：15今日のお元気さん
▽12：20 ワイワイキッズ

:30
7:00
:30
8:00
:30
9:00
:30
10:00
:30
11:00
:30
0:00
:30
1:00
:30
2:00
:30
3:00
:30
4:00
:30

▽県北の風景 ▽日向市政だより
▽今日の波(お倉ヶ浜ライブカメラ)
ワイワイキッズ(月～金の再放送）
▽グルメはメグル

ワイワイ日向（月～金）再放送
▽ミニぶらり旅

▽2：00グルメ▽2：10風景
▽2：20 ワイワイキッズ

旬産ひむか味

▽2：00 ワイワイ日向(前日再放送) ▽2：15 ガイド

▽五十猛神社例大祭

ワイワイ日向（月～金）再放送
▽あくがれて～若山牧水の歌～

▽3：30 ワイワイ釣り三昧

▽のんびりし～な

▽4：00 ワイワイ日向(前日再放送) ▽4：15 今日のお元気さん
▽4：20 ワイワイキッズ
▽4：30 五十猛神社例大祭

▽MSP ▽TDN地方創生
▽友チャリ

▽5：00 財光寺秋祭り ▽5：10 県北の風景 ▽5：20 旬産ひむか味
▽5：30 あいらぶせんりゅう

ワイワイキッズ(月～金の再放送）
▽お元気さん ▽ガイド

▽7：30 神宿る山をゆく ▽7：45 あくがれて～私が選ぶ若山牧水の歌～ 【1月14日～▽７６．７フェスタ】

▽五十猛神社例大祭

▽8：00 ワイワイ日向(再放送) ▽8：15 お元気さん ▽8：20 ワイワイキッズ

▽財光寺秋祭り ▽尾末神社
▽県北の風景▽日向市政だより
▽MSP

:30
1:00
:30

:30

:30
4:00

:30

:30

:30

:30
8:00
:30
9:00

▽9：00 友チャリ

ワイワイキッズ(月～金の再放送）
▽今日のお元気さん ▽お知らせ

▽9：30 ワイワイ釣り三昧

▽10：30 ミニぶらり旅 ▽10：45 TDN地方創生プロジェクト

ワイワイ日向（月～金）再放送
▽あくがれて～若山牧水の歌～

:30
11:00

▽11：00 五十猛神社例大祭
▽11：30 財光寺秋祭り ▽11：40 MSPサーフパラダイス ▽11：55 ワイワイからのお知らせ
▽0：00 ワイワイ日向(再放送) ▽0：15 あクてぃ部

:30
10:00

▽10：00 ワイワイ日向(再放送) ▽10：15 今日のお元気さん ▽10：20 ワイワイキッズ

▽0：20 ワイワイキッズ

▽0：30 大人旅行

▽1：30 湯こゆこっ ▽1：45 ミニぶらり旅

:30
0:00

7:00

▽7：20 グルメはメグル

▽8：30 県北の風景 ▽8：38 日向市政だより ▽8：45 MSPサーフパラダイス

:30

6:00

ワイワイ日向（月～金）再放送
▽ミニぶらり旅

▽6:30 ワイワイ釣り三昧

:30

5:00

▽6：00 ワイワイ日向(初回放送) ▽6：15 ミニぶらり旅

▽1：00 尾末神社 秋の大祭

:30

3:00

▽3：00 元気アップ体操 ▽3：15 湯こゆこっ

▽7：00 尾末神社 秋の大祭

:30
8:00

2:00

▽2：20 ワイワイキッズ

▽2：30 MSPサーフパラダイス ▽2：45 TDN地方創生プロジェクト

▽4：00 神宿る山をゆく
▽4：15 今日のお元気さん
▽4：20 ワイワイキッズ

:30
7:00

11:00

▽大人旅行 【1月14日～▽７６．７フェスタ】

▽12：50

6:00

10:00

▽1：30 あくがれて～私が選ぶ若山牧水の歌～ ▽1：45 今日の波（お倉ヶ浜ライブカメラ）

:30

6:00

▽神宿る山をゆく ▽TDN地方創生

▽1：00 TDN Presents

3:00

:30

▽TDN Presents【1月14日～▽７６．７フェスタ】

▽ワイワイ釣り三昧

▽12：00 ワイワイ日向(前日再放送) ▽12：15 今日のお元気さん
▽12：20 ワイワイキッズ
▽12：30 尾末神社 秋の大祭

:30

:30

▽友チャリ

▽財光寺秋祭り ▽お知らせ
▽今日の波(お倉ヶ浜ライブカメラ)
▽Beauty of JAPAN

1:00

5:00

▽あいラブせんりゅう

【1月14日～▽７６．７フェスタ】

▽11：30 Beauty of JAPAN

:30

4:00

▽10：00 ワイワイ日向(前日再放送) ▽10：15 あクてぃ部
▽10：20 ワイワイキッズ

▽11：00 大人旅行

(日)

13.20.27.3

9:00

▽10：30 ミニぶらり旅 ▽10：45 今日の波(お倉ヶ浜ライブカメラ)

:30

2:00

▽8：00 ワイワイ日向(前日再放送) ▽8：15 ワイワイからのお知らせ
▽8：20 ワイワイキッズ

▽9：30 財光寺秋祭り ▽9：40 グルメはメグル ▽9：50 旬産ひむか味
▽10：00 尾末神社
▽10：20 ワイワイキッズ

(土)

12.19.26.2

▽尾末神社 秋の大祭 ▽旬産

▽9：00 五十猛神社例大祭

:30

:30

【1月14日～▽７６．７フェスタ】

▽8：30 県北の風景 ▽8：38 日向市政だより ▽8：45 TDN地方創生プロジェクト

11:00

0:00

(金)

▽7：30 元気アップ体操 ▽7：45 ミニぶらり旅
▽8：00 MSP
▽8：15 お知らせ
▽8：20 ワイワイキッズ

9:00
:30

(木）

▽6:30 あくがれて～私が選ぶ若山牧水の歌～ ▽6：45 今日の波(お倉ヶ浜ライブカメラ)

7:00

8:00

(水)

8.15.22.29
9.16.23.30
10.17.24.31
11.18.25.1
▽6：00 ワイワイ日向(前日再放送) ▽6：15 今日のお元気さん
▽6：20 ワイワイキッズ

▽グルメ ▽神宿る山 ▽ガイド
▽湯こゆこっ ▽TDN地方創生
▽大人旅行 【1月14日～▽７６．７フェスタ】

▽1：20 旬産ひむか味
【1月14日～▽７６．７フェスタ】

:30
0:00
:30
1:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送）
▽旬産！ひむか味

▽2：00 ワイワイ日向(再放送) ▽2：15 今日のお元気さん ▽2：20 ワイワイキッズ

▽MSP ▽グルメ ▽お元気さん

▽2：30 MSPサーフパラダイス ▽2：45 TDN地方創生プロジェクト

▽TDN Presents

▽3：00 あいラブせんりゅう

▽ミニぶらり旅 ▽ワイカ加盟店紹介

▽3：30 うらうらとゆく 島根半島四十二浦を巡る旅

▽あいラブせんりゅう

▽4：00 ワイワイ日向(再放送) ▽4：15 あクてぃ部 ▽4：20 ワイワイキッズ

▽うらうらとゆく

▽4：30 のんびりし～な

▽のんびりし～な

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

