ワイワイチャンネル（9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

※番組は変更する場合があります。

※8/31（月）から9月編成になります。（8.31-10.4）
(月)

(火)

(水)

(木）

(金)

(土)

(日)

8/31・7・14・21・28

1・8・15・22・29

2・9・16・23・30

3・10・17・24・10/1

4・11・18・25・10/2

5・12・19・26・10/3

6・13・20・27・10/4

6:00
:30

▽7：30 ワイワイ釣り三昧

▽元気アップ体操 目覚めの体操
▽桐原冬夜の生録大自然の旅３

:30

▽宮崎ゆるり山歩き ▽のべおか温故知新
▽新型コロナウィルス感染症

8:00

▽8：00 ノベ☆スタ感動体験 ▽8：15 音羽ゆりかご会合唱 ▽8：20 ＃2020桜リレー【9/7～▽8：20 えきマチへGO!】
▽8：30 俺のゴルフ
▽8：45 きらり健美塾

▽9：00 はこだてアーティストライブ

ここほれワイワイ月曜再放送

▽9：30 TDN Presentｓ

ここほれワイワイ火曜再放送

▽10：30 県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

▽13：00 秋本奈緒美が行く 日本名水巡りの旅

▽秋本奈緒美が行く 日本名水巡りの旅

▽13：30 ワイワイｅスポーツ部

▽ワイワイｅスポーツ部

▽14：00 ワイワイキッズ ▽14：10 カミタビ ▽14：25 音羽ゆりかご会合唱

ワイワイキッズ（月～金の再放送）
▽天下一Best On Japan
▽アリスクリューム

:30
14:00
:30

▽14：30 県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

▽神保町昭和歌謡倶楽部

▽15：00 元気アップ体操
棒体操

▽15：00 元気アップ体操
ダンベル体操

：15

16:00

▽18：00 きらり健美塾

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
▽市政だより ▽でっさるこ
▽ナチュラルフードクッキング

▽18：15 天下一 Best On Japan ▽18：20 ＃いま空リレー ▽18：27 のべおか市政だより

▽カミタビ ▽のんびりし～な
▽はこだてアーティストライブ

▽19：00カミタビ
▽19：15のべおか温故知新
▽19：25 お知らせ

▽19：00 ワイワイｅスポーツ部

▽19：00 ノベ☆スタ感動体験
▽19：15 伊勢美し国から

▽19：00カミタビ
▽19：15のべおか温故知新
▽19：25 お知らせ

▽ワイワイ釣り三昧

▽19：30 ワイワイ釣り三昧

▽19：30 TDN Presentｓ

▽19：30 ワイワイ釣り三昧

▽19：30 TDN Presentｓ

▽19：30 ワイワイ釣り三昧

▽天下一 ▽音羽ゆりかご会合唱
▽飲食店支援金 ▽ノベ☆スタ

▽20：00 ワイワイキッズ ▽20：10 のんびりし～な ▽20：25 新型コロナウイルス感染症 感染拡大を防ぐために

▽TDN Presentｓ

▽20：30 県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽伊勢美し国から▽グルメはメグル▽市政だより

21:00
:30
22:00
:30

▽21：00 のべおか市政だより ▽21：05 ＫＹＵＳＨＵさんぽ ▽21：20 でっさるこ

ここほれワイワイ 月曜 再放送

▽21：30 秋本奈緒美が行く 日本名水巡りの旅

ここほれワイワイ 火曜 再放送

▽22：00 はこだてアーティストライブ

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 ワイワイキッズ ▽23：10 天下一 Best On Japan ▽23：15 のべおか温故知新 ▽23：25 飲食店支援金

ここほれワイワイ 金曜 再放送

▽23：30 ワイワイ釣り三昧

▽ワイワイｅスポーツ部

:30
0:00

▽0：00 新霧島放浪記

:30

▽0：30 県北情報ここほれワイワイ(再放送)

1:00

ワイワイキッズ（月～金の再放送）
▽音羽ゆりかご会合唱 ▽＃いま空リレー
【9/7～▽えきマチへGO！】

▽1：00 ワイワイｅスポーツ部

▽カミタビ ▽ＫＹＵＳＨＵさんぽ

▽1：30 でっさるこ ▽1：40 グルメはメグル ▽1：50 ＃2020桜リレー【9/7～▽1：50 えきマチへGO!】

▽シェラカップは基本です！

▽2：00 ワイワイキッズ ▽2：10 きらり健美塾 ▽2：25 アリスクリューム

▽伊勢美し国から ▽ノベ☆スタ

▽2：30 県北情報ここほれワイワイ(再放送)

▽TDN Presentｓ

2:00
:30
3:00
:30

▽4：00

▽3：00 大野タカシの俺のゴルフSeason4 ▽3：15 カミタビ

▽ザ・シネマ 町山智浩のVIDEO SHOP UFO

▽3：30 神保町昭和歌謡倶楽部

▽俺のゴルフSeason4 ▽のんびりし～な

桐原冬夜の生録大自然の旅３～信越自然郷の一年を追う～ ▽4：45 伊勢美し国から

▽4：30 県北情報ここほれワイワイ(再放送)

:30
10:00
:30
11:00
:30
12:00
:30
13:00
:30
14:00
:30

：15
:30
16:00
:30
17:00
:30
18:00
:30
19:00

▽19：00 でっさるこ
▽19：10 グルメはメグル
▽19：20 音羽ゆりかご会合唱 【▽9/7～19：20えきマチ】
▽19：25 アリスクリューム

:30

:30

ここほれワイワイ 水曜 再放送

▽18：30 県北情報ここほれワイワイ(初回放送)

19:00

4:00

▽16：00 ワイワイキッズ ▽16：10 ノベ☆スタ感動体験 ▽16：25 飲食店支援金

▽1７：30 シェラカップは基本です。

9:00

15:00

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

▽17：00 ナチュラルフードクッキング ▽17：15 宮崎ゆるり山歩き

:30

:30

▽15：00 元気アップ体操
棒体操

▽16：30 県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

:30

23:00

▽15：00 元気アップ体操
タオル体操②

▽15：30 新霧島放浪記

▽16：30 ザ・シネマ 町山智浩の
VIDEO SHOP UFO

17:00

20:00

▽15：00 元気アップ体操
タオル体操①

▽15：15 のんびりし～な

:30

:30

▽きらり健美塾 ▽＃2020桜リレー【9/7～▽えきマチ 】▽新型コロナ

▽音羽ゆりかご会合唱 ▽飲食店支援金
▽でっさるこ ▽のべおか温故知新

▽12：30 県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

13:00

18:00

▽新霧島放浪記

▽12：00 ワイワイキッズ ▽12：10 ワイワイからのお知らせ ▽12：15 飲食店支援金 ▽12：20 でっさるこ
▽シェラカップは基本です！

:30

ここほれワイワイ金曜再放送

▽11：30 ワイワイ釣り三昧

: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

▽11：00 ナチュラルフードクッキング ▽11：15 ＫＹＵＳＨＵさんぽ（BTV(株)制作）

:30

15:00

▽グルメはメグル ▽俺のゴルフ ▽お知らせ

▽10：00 ワイワイキッズ ▽10：10 のべおか温故知新 ▽10：20 天下一 Best On Japan ▽10：25 飲食店支援金
▽10：30 カミタビ
▽10：45 伊勢美し国から

11:00

12:00

:30

▽8：30 県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

:30

:30

7:00

▽ワイワイ釣り三昧

9:00

10:00

:30

▽7：00 カミタビ ▽7：15 のんびりし～な

:30

30

ワイワイキッズ（月～金の再放送）
▽でっさるこ

▽6：30 県北情報ここほれワイワイ(前日再放送)

▽6：30でっさるこ ▽6：40 ＃いま空リレー
▽6：45桐原冬夜の生録大自然の旅３

7:00

8:00

6:00

▽6：00 宮崎ゆるり山歩き ▽6：15 元気アップ体操 目覚めの体操

▽桐原冬夜の生録大自然の旅３
▽のべおか温故知新 ▽お知らせ

▽神保町昭和歌謡倶楽部

:30
20:00
:30
21:00
:30
22:00
:30
23:00
:30
0:00
:30
1:00
:30
2:00
:30
3:00
:30
4:00
:30

