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

※番組は変更する場合があります。

※9/2（月）から9月編成になります。

6:00
:30

(月)

(火)

(水)

(木）

(金)

(土)

(日)

2.9.16.23

3.10.17.24

4.11.18.25

5.12.19.26

6.13.20.27

7.14.21.28

8.15.22.29

▽6：00 でっさるこ ▽6：10みてチャン ▽6：15 ボウリングアカデミー
（※9/16～ ▽6：00でっさるこ ▽6：10 みてチャン ▽6：15 あクてぃ部 ▽6：20グルメはメグル）
▽6：30 躍動！JAPAN

7:00
:30
8:00
30

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)
▽7：00 カミタビ ▽7：15 TDN地方創生プロジェクト

▽ワイワイ釣り三昧

▽7：30 ワイワイ釣り三昧

▽あくがれて・牧水の生涯 ▽ＴＤＮ地方創生

▽8：00 でっさるこ ▽8：10 ワイワイからのお知らせ ▽8：15 あくがれて・牧水の生涯
（※9/16～ ▽8：00 えきマチへGO！ ▽8：10 サークルサークル ▽8：15 あくがれて・牧水の生涯）
▽8：30
シエラカップは基本です！

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

9:00

:30
11:00

:30
13:00

ここほれワイワイ 火曜 再放送
▽10：00 ワイワイキッズ ▽10：10 咲かせ友好の花～延岡・大連金普新区が友好都市締結７年～
▽10：30 カミタビ
▽10：45 ボウリング

:30

▽11：30 ワイワイ釣り三昧

▽咲かせ友好の花 ▽でっさるこ

▽12：00 ワイワイキッズ ▽12：10 ガイド（5分） ▽12：15 プラモデルのツボ
（※9/9～ ▽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 ノベ☆スタ
▽12：45 神宿る山

▽第39回全日本トライアスロン 皆生大会
▽14：00 ワイワイキッズ ▽14：10 咲かせ友好の花～延岡・大連金普新区が友好都市締結７年～
▽14：30 躍動！JAPAN

18:00

:30
19:00
:30
20:00
:30
21:00
:30
22:00
:30
23:00
:30
0:00
:30
1:00
:30
2:00
:30
3:00

▽16：30
TDN Presents

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 月曜 再放送

▽15：30 ワイワイeスポーツ部

ここほれワイワイ 火曜 再放送

▽16：00 ワイワイキッズ ▽16：10 みてチャン ▽16：15 ノベスタ感動体験

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(前日再放送)

ここほれワイワイ 木曜 再放送

▽17：00 ナチュラルフードクッキング ▽17：15 神宿る山をゆく

ここほれワイワイ 金曜 再放送

▽17：30 シェラカップは基本です！（宮崎ケーブルテレビ制作）

（※9/16～▽市政 ▽お知らせ ▽あクてぃ部 ▽ナチュラルフード）

▽18：00 ワイワイキッズ ▽18：10 ガイド（5分） ▽18：15 でっさるこ ▽18：27 のべおか市政だより
（※9/16～ ▽18：00 ワイワイキッズ ▽18：10 あクてぃ部 ▽18：15 えきマチへGO！ ▽18：27 のべおか市政だより)

（※9/16～▽あくがれて・牧水の生涯▽サークル ▽えきマチ）

▽18：30 県北情報ここほれワイワイ(初回放送)

▽ノベ☆スタ ▽神宿る山

4:00
:30

▽市政 ▽でっさるこ ▽ナチュラルフード
▽神保町昭和歌謡倶楽部

▽19：00 カミタビ ▽19：15 ノベ☆スタ感動体験

▽ワイワイ釣り三昧

▽19：30 ワイワイ釣り三昧

▽グルメ ▽咲かせ友好の花

▽20：00 ワイワイキッズ ▽20：10 咲かせ友好の花～延岡・大連金普新区が友好都市締結７年～

▽ワイワイeスポーツ部

▽20：30 県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽プラモデル ▽でっさるこ ▽市政

▽21：00 のべおか市政だより ▽21：05 グルメはメグル ▽21：15 カミタビ
（※9/16～ ▽21：00 のべおか市政だより ▽21：05 グルメはメグル ▽21：15 えきマチへGO！ ▽21：25 サークルサークル）

ここほれワイワイ 月曜 再放送

▽21：30 ワイワイeスポーツ部

ここほれワイワイ 火曜 再放送

▽22：00 ワイワイキッズ ▽22：10 みてチャン ▽22：15 あくがれて・牧水の生涯

ここほれワイワイ 水曜 再放送

▽22：30 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

▽23：00 躍動！JAPAN

ここほれワイワイ 金曜 再放送

▽23：30 ワイワイ釣り三昧

▽ノベ☆スタ ▽カミタビ

▽0：00 ワイワイキッズ ▽0：10 グルメはメグル ▽0：20 でっさるこ
▽0：30 県北情報ここほれワイワイ(再放送)

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽お知らせ ▽ガイド
（※9/16～ ▽お知らせ ▽あクてぃ部）

▽1：00 神保町昭和歌謡倶楽部

▽グルメ ▽みてチャン ▽神宿る山
▽プラモデル ▽ボウリング
▽躍動！JAPAN

▽2：30 県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽神保町昭和歌謡倶楽部

▽3：00 神宿る山をゆく ▽3：15 TDN地方創生プロジェクト

:30
8:00
:30
9:00
:30
10:00
:30
11:00
:30

:30

:30
14:00
:30
15:00
:30
16:00
:30
17:00
:30
18:00

:30
19:00
:30
20:00
:30
21:00
:30
22:00
:30
23:00
:30
0:00
:30
1:00

（※9/9～▽グルメ ▽でっさるこ ▽えきマチ）

▽2：00 ワイワイキッズ ▽2：10 ワイワイからのお知らせ ▽2：15 ノベ☆スタ感動体験

（※9/16～ ▽3：00 みてチャン ▽3：05 あクてぃ部 ▽3：10 サークルサークル▽3：15 TDN地方創生プロジェクト）
:30

▽TDN Presents
▽カミタビ ▽TDN地方創生

▽15：00 TDN地方創生プロジェクト ▽15：15 カミタビ

▽1：30 ワイワイeスポーツ部

:30
7:00

13:00

▽13：30 神保町昭和歌謡倶楽部

16:00

:30

県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

6:00

12:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽グルメはメグル

▽13：00 ボウリングアカデミー ▽13：15 でっさるこ ▽13：25 ワイワイからのお知らせ

:30

17:00

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

15:00

:30

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 水曜 再放送

▽11：00 ナチュラルフードクッキング(大村ケーブルテレビ制作) ▽11：15 TDN地方創生プロジェクト

:30
14:00

▽ワイワイeスポーツ部
ここほれワイワイ 月曜 再放送

:30
12:00

▽咲かせ友好の花 ▽グルメはメグル

▽9：00 第39回全日本トライアスロン 皆生大会

:30
10:00

ワイワイキッズ(月～金の再放送)
▽でっさるこ
（※9/9～ ▽えきマチ）

▽TDN Presents

▽3：30 TDN Presents

▽ノベ☆スタ ▽あくがれて・牧水の生涯

▽4：00 ワイワイキッズ ▽4:10 グルメはメグル ▽4：20でっさるこ
（※9/9～▽4：00 ワイワイキッズ ▽4:10 グルメはメグル ▽4：20 えきマチへGO！）

▽シェラカップは基本です！

▽4：30 県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽神宿る山をゆく ▽ボウリング

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

