デジタル112ch
チャンネル

ワイワイチャンネル（３月号）

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３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

(火)
5.12.19.26

▽6：30
Beauty of JAPAN

9:00

:30

11:00

:30

(日)
10.17.24.31
6:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽サークル ▽あクてぃ部
▽ワイワイ釣り三昧

▽7：30 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 みてチャン
▽8：30 ボウリング
▽8：45 プラモデル
【3/18～ TDN Presents 】

▽8：15 カミタビ

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

▽ババコン～世代をこえたファッションショー
【3/25～▽えがおのはなさく】

▽ミラクルアスリート(３分ガイド)
▽みてチャン

番組アワード コミュニティ部門 奨励賞 ババコン～世代をこえたファッションショー
【3/25～▽9：00 えがおのはなさく】

ここほれワイワイ 月曜 再放送

▽9：30 ノベ☆スタ感動体験

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

:30
0:00

▽6：20 でっさるこ

(土)
9.16.23.30

▽7：00 旬産！ひむか味 ▽7：10 ワイワイからのお知らせ
▽7：15 TDN地方創生プロジェクト

:30
10:00

(金)
8.15.22.29

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

:30

30

(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

7:00

8:00

(水)
6.13.20.27

▽11：30 ワイワイ釣り三昧
▽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 カミタビ
▽12：45 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)

ここほれワイワイ 金曜 再放送
▽ノベ☆スタ感動体験
【3月16日～TDN Presents 】

▽2：30 旬産▽2：40 えきマチ
▽2：50 お知らせ / みてチャン
【3/18～TDN Presents 】

3:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽でっさるこ

▽オレオレ詐欺 ▽お知らせ
【3/16～▽アンテナショップ「神の国から」】
▽みてチャン ▽えきマチ

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

【 3/16～▽3：15 アンテナショップ「神の国から」オープン１周年】

:30

5:00
:30
6:00

▽3：30 プロレス 東海大会 【3/25～▽3：30 えがおのはなさく】
▽4：00 ワイワイキッズ ▽4：10 サークルサークル ▽4：15 あくがれて～私が選ぶ若山牧水の歌～
▽4：30 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 Beauty of JAPAN

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 金曜 再放送

▽5：30 ノベ☆スタ感動体験
▽6：00 ワイワイキッズ ▽6：10 ナチュラルフードクッキング ▽6：27 のべおか市政だより

▽市政だより▽旬産
▽ナチュラルフード
▽でっさるこ ▽歴史のいろは
▽グルメはメグル
▽ノベ☆スタ感動体験
▽ワイワイ釣り三昧
▽えきマチ ▽カミタビ ▽お知らせ

▽8：00 ワイワイキッズ

▽8：10 みてチャン

▽8：15 カミタビ

:30

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 日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード新人賞
奨励賞受賞作品
「ミラクルアスリート
～世界を目指す未来の金メダリストたち～」(３分ガイド)

▽プロレス 東海大会
【3/25～▽えがおのはなさく】
▽オレオレ詐欺 ▽あクてぃ部
【3/16～▽アンテナショップ「神の国から」】
▽旬産 (ガイド)
▽のべおか市政だより
（※3/24～▽市政10分版）
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2:00
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4:00
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:30
4:00

5:00
:30
6:00
:30
7:00
:30
8:00
:30

ここほれワイワイ 月曜 再放送
:30

▽9：30 でっさるこ ▽9：40 サークルサークル
【3/16～▽9：30 アンテナショップ「神の国から」オープン１周年】 ▽9：45 神宿る山をゆく

:30

:30
2:00

9:00

▽9：00 のべおか市政だより
※3/24～3/31まで ▽9：03 市政10分版（ガイド２分）
▽9：15 旬産！ひむか味 ▽9：25 あクてぃ部

:30

11:00

:30

:30

▽7：30 ワイワイ釣り三昧

:30

:30

ここほれワイワイ 木曜 再放送

▽7：00 グルメはメグル ▽7：10 歴史のいろは ▽7：20 サークル ▽7：25 お知らせ
【3/25～▽7：00 えがおのはなさく】

10:00

11:00

3:00

▽6：30 県北情報ここほれワイワイ(初回放送)

9:00

10:00

ここほれワイワイ 月曜 再放送

7:00

8:00

:30

:30

:30

:30

9:00

▽カミタビ ▽TDN地方創生

▽3：00 TDN地方創生プロジェクト
▽3：15 時任の挑戦「推しメンコンテスト」 ▽3：25 あクてぃ部

4:00

:30

1:00

▽2：00 友チャリ

:30

:30
8:00

0:00

▽1：00 日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード4K部門 大賞受賞作品 「URAKATA 裏方のプライド」(2分ガイド)

2:00

:30

7:00

:30

1:00
:30

:30

▽10：00 ワイワイキッズ ▽10：10 ワイワイからのお知らせ
▽10：15 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)

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 友チャリ【3月18日～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

▽ノベ☆スタ感動体験

▽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)

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

▽1：00 ノベ☆スタ感動体験

▽友チャリ

▽1：30 でっさるこ ▽1：40 カミタビ ▽1：55 サークルサークル

▽プラモデルのツボ ▽ボウリングアカデミー

▽2：00 ワイワイキッズ ▽2：10 旬産！ひむか味 ▽2：20 歴史のいろは(4K)

▽Beauty of JAPAN

県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽神宿る山をゆく ▽TDN地方創生

▽3：00 神宿る山をゆく ▽3：15 TDN地方創生プロジェクト

▽でっさるこ ▽歴史のいろは
▽えきマチへGO

▽3：30 プラモデルのツボ ▽3：45 ボウリングアカデミー

▽ノベ☆スタ感動体験

▽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

▽グルメ ▽あくがれて ▽お知らせ

県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽プラモデルのツボ ▽ワイカ加盟店
【3月16日～TDN Presents 】
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