ワイワイチャンネル（２月号）

デジタル112ch
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２月号

※番組は変更する場合があります。

3/1(金)～3/3(日)は2月編成に準じます。
(月)
4.11.18.25
6:00
:30

7:00

(火)
5.12.19.26

30

9:00

▽6：30
Beauty of JAPAN

:30

11:00

:30

▽6：20 でっさるこ

(土)
9.16.23.3/2

(日)
10.17.24.3/3
6:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽サークル ▽あクてぃ部

▽7：00 ４Kノベ☆スタ感動体験 ▽7：15 TDN地方創生プロジェクト

▽４Kワイワイ釣り三昧

▽7：30 ４Kワイワイ釣り三昧

▽あくがれて ▽TDN地方創生

▽8：00 ワイワイキッズ ▽8：10 ガイド ▽8：15 ４Kカミタビ
▽8：30
TDN Presents

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

▽県北のお宝発見
▽えきマチ ▽４Kカミタビ ▽お知らせ

▽9：00 ４K旬産！ひむか味 ▽9：10 ４K探訪！歴史のいろは
▽9：20 えきマチへGO！

ここほれワイワイ 月曜 再放送

▽9：30 県北のお宝発見

ここほれワイワイ 火曜 再放送

▽10：00 ワイワイキッズ ▽10：10 ワイワイからのお知らせ ▽10：15 神宿る山をゆく

ここほれワイワイ 水曜 再放送

▽10：30
Beauty of JAPAN

ここほれワイワイ 木曜 再放送

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

▽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

ここほれワイワイ 金曜 再放送

▽11：30 ４Kワイワイ釣り三昧

▽TDN Presents

:30
0:00

(金)
8.15.22.3/1

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

:30
10:00

(木）
7.14.21.28

▽6：00 ワイワイキッズ ▽6：10 サークル／あクてぃ部

:30
8:00

(水)
6.13.20.27

▽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！
▽12：30 ４Kカミタビ
5分ガイド
▽12：50 でっさるこ

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

3:00
:30

日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード
かえる先生のいきもの交遊録 総集編
【2/16～スペシャアワードのことが大体わかるTV OUR
PARTY before SPACE SHOWER MUSIC AWARD 2019】

▽2:00 友チャリ

▽友チャリ

▽2：30
TDN Presents

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

▽3：00 TDN地方創生プロジェクト ▽3：15 ４Kノベ☆スタ感動体験
▽3:30 神宿る山をゆく ▽3:45 あクてぃ部

▽4：30 ４Kカミタビ
▽4：45 ワイカ加盟店

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

5:00
:30

▽3:50 ４K旬産！ひむか味

▽4：00 ワイワイキッズ▽4：10 サークルサークル
▽4：15 ４Kあくがれて～私が選ぶ若山牧水の歌～

4:00
:30

▽6：30 県北情報ここほれワイワイ(初回放送)
▽7：00 えきマチへGO！ ▽7：10 サークルサークル
▽7：15 あクてぃ部 ▽7：20 ４K旬産！ひむか味
▽7：30 ４Kワイワイ釣り三昧

:30
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 水曜 再放送
ここほれワイワイ 木曜 再放送

▽市政だより▽４K旬産▽ナチュラルフード

7:00

9:00

ここほれワイワイ 火曜 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

:30

:30

ここほれワイワイ 月曜 再放送

ここほれワイワイ 金曜 再放送

▽6：00 ワイワイキッズ ▽6：10 ４K歴史のいろは ▽6：20 ワイワイからのお知らせ
▽6：27 のべおか市政だより

8:00

▽４Kカミタビ ▽TDN地方創生

▽5：00 Beauty of JAPAN

6:00

:30

:30
8:00
:30

9:00

:30
10:00
:30

11:00
:30

:30

1:00

▽1：00 日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード受賞作品 準グランプリ
かえる先生のいきもの交遊録 総集編 ㈱長崎ケーブルメディア制作

2:00
:30

7:00

0:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽でっさるこ

1:00
:30

:30

▽8：00 ワイワイキッズ

▽8：10 お知らせ

▽8：15 ４Kノベ☆スタ感動体験

県北情報ここほれワイワイ(再放送)
▽9：00 のべおか市政だより ▽9：05 ４K歴史のいろは ▽9：15 ４Kカミタビ
▽9：30 県北のお宝発見
▽10：00 ワイワイキッズ ▽10：10 ワイワイからのお知らせ
▽10：15 ４Kあくがれて～私が選ぶ若山牧水の歌～
県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽４Kノベ☆スタ ▽お知らせ ▽グルメ
▽でっさるこ ▽４K歴史のいろは
▽サークル／あクてぃ部
▽４Kワイワイ釣り三昧
▽日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード受賞作品
奨励賞 人生の教科書 絆がつなぐ秋田学習旅行40周年

▽TDN Presents
▽４K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
ここほれワイワイ 月曜 再放送
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

▽11：00 TDN Presents

ここほれワイワイ 金曜 再放送

▽11：30 ４Kワイワイ釣り三昧

▽４Kカミタビ ▽４Kあくがれて

▽0：00 ワイワイキッズ ▽0：10 グルメはメグル ▽0：20 えきマチへGO！
県北情報ここほれワイワイ(再放送)
▽1：00 日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード受賞作品 新人賞部門
優秀賞 まつろわぬ者～隼人伝～ ＢＴＶ㈱制作
▽1：30 でっさるこ ▽1：40 ４Kノベ☆スタ感動体験 ▽1：55 サークルサークル
▽2：00 ワイワイキッズ ▽2：10 ４K旬産！ひむか味 ▽2：20 ４K歴史のいろは
県北情報ここほれワイワイ(再放送)
▽3：00 神宿る山をゆく ▽3：15 TDN地方創生プロジェクト
▽3：30 プラモデルのツボ ▽3：45 ボウリングアカデミー
▽4：00 ワイワイキッズ ▽4：10 あクてぃ部 ▽4：15 ワイワイ加盟店紹介
県北情報ここほれワイワイ(再放送)

:30

2:00
:30

3:00
:30
4:00
:30

5:00
:30
6:00
:30
7:00
:30
8:00
:30
9:00
:30
10:00
: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

▽県北のお宝発見
▽プラモデルのツボ
▽ボウリングアカデミー
▽Beauty of JAPAN
▽神宿る山をゆく ▽TDN地方創生
▽でっさるこ ▽４Kノベ☆スタ
▽５分ガイド
▽友チャリ
▽グルメはメグル ▽４K旬産！ひむか味
▽えきマチへGO
▽TDN Presents

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

