
　県北の情報はこのチャンネルで決まり！

ワイワイチャンネル
※番組は変更する場合があります。

(月) (火) (水) (木） (金) (土) (日)

11/1,8,15,22 11/2,9,16,23 11/3,10,17,24 11/4,11,18,25 11/5,12,19,26 11/6,13,20,27 11/7,14,21,28
6:00 6:00

:30 シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部

（半月交代）

:30

7:00 7:00

:30 :30

8:00
▽特集①　▽お知らせ

▽KYUSHUさんぽ

シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部

（半月交代）

▽特集①　▽お知らせ
▽KYUSHUさんぽ

シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部

（半月交代）

▽特集①　▽お知らせ
▽KYUSHUさんぽ

8:00

30 あいラブせんりゅう/
私立釣竿学園 爆釣クラブ

（半月交代）

:30

9:00 9:00

:30

ユネスコエコパーク紀行
▽MSP/ひむか神話街道をゆく

（半月交代）
▽ナチュラルフードクッキング

ユネスコエコパーク紀行
▽MSP/ひむか神話街道をゆく

（半月交代）
▽ナチュラルフードクッキング

ユネスコエコパーク紀行

:30

10:00
▽ワイワイキッズ　▽お知らせ

▽WGC evolution
▽ワイワイキッズ

▽グルメはメグル　▽カミタビ
▽ワイワイキッズ　▽お知らせ

▽WGC evolution
▽ワイワイキッズ

▽グルメはメグル　▽カミタビ
▽ワイワイキッズ　▽お知らせ

▽WGC evolution

10:00

:30

TDN Presents

:30

11:00 シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部

（半月交代）

▽特集②　▽お知らせ
▽KYUSHUさんぽ

シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部

（半月交代）

▽特集②　▽お知らせ
▽KYUSHUさんぽ

シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部

（半月交代）

11:00

:30 ▽MSP/ひむか神話街道をゆく
（半月交代）

▽ナチュラルフードクッキング
ユネスコエコパーク紀行

▽MSP/ひむか神話街道をゆく
（半月交代）

▽ナチュラルフードクッキング
ユネスコエコパーク紀行

▽MSP/ひむか神話街道をゆく
（半月交代）

▽ナチュラルフードクッキング

:30

12:00
▽ワイワイキッズ

▽グルメはメグル　▽カミタビ
▽ワイワイキッズ　▽ガイド

▽WGC evolution
▽ワイワイキッズ

▽グルメはメグル　▽カミタビ
▽ワイワイキッズ　▽ガイド

▽WGC evolution
▽ワイワイキッズ

▽グルメはメグル　▽カミタビ

12:00

:30 あいラブせんりゅう/
私立釣竿学園 爆釣クラブ

（半月交代）

:30

13:00

あいラブせんりゅう/爆釣クラブ（半月交代）

13:00

:30
▽特集①　▽でっさるこ

▽特集②

シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部

（半月交代）

▽特集①　▽でっさるこ
▽特集②

あいラブせんりゅう/
私立釣竿学園 爆釣クラブ

（半月交代）

▽特集①　▽でっさるこ
▽特集②

▽特集①　▽お知らせ　▽カミタビ

:30

14:00

ワイワイ釣り三昧

▽MSP/ひむか神話街道をゆく
（半月交代）

▽グルメはメグル　▽ゆりかごチャンネ
ル

ワイワイ釣り三昧

▽MSP/ひむか神話街道をゆく
（半月交代）

▽グルメはメグル　▽ゆりかごチャンネ
ル

ワイワイ釣り三昧

14:00

:30

彩・JAPAN
あいラブせんりゅう/

私立釣竿学園 爆釣クラブ
（半月交代）

彩・JAPAN
シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部

（半月交代）
彩・JAPAN

:30

15:00 15:00

:30 :30

16:00 16:00

:30

ユネスコエコパーク紀行 ユネスコエコパーク紀行 ユネスコエコパーク紀行

:30

17:00

▽百景　▽旭山ドウブツ ワイワイ釣り三昧 ▽百景　▽旭山ドウブツ ワイワイ釣り三昧 ▽百景　▽旭山ドウブツ

17:00

:30
▽池袋クリエイターズ学園

▽カミタビ
彩・JAPAN

▽池袋クリエイターズ学園
▽カミタビ

彩・JAPAN
▽池袋クリエイターズ学園

▽カミタビ

:30

18:00 ▽ワイワイキッズ　▽なんでんやって
ん！/深掘りジャーニー（半月交代）
▽18:22 市政（延岡）　▽ニュース

▽特集②　▽でっさるこ
▽堺たいようのなんでんやってん！/

深掘りジャーニー（半月交代）

18:00

:30
▽18：30

Wa!FULL+(初回放送)
TDN Presents

:30

19:00

ユネスコエコパーク紀行
▽おしえて！よのなか先生

▽お知らせ　▽WGC evolution

▽特集②　▽おしえて！よのなか先生
▽堺たいようのなんでんやってん！/

深掘りジャーニー（半月交代）

▽WGC evolution　▽お知らせ
▽でっさるこ

ワイワイ釣り三昧

19:00

:30
▽特集②　▽キャンプ飯

▽堺たいようのなんでんやってん！/
深掘りジャーニー（半月交代）

TDN Presents ワイワイ釣り三昧 ユネスコエコパーク紀行
▽カミタビ　▽グルメはメグル

▽特集②

:30

20:00
▽ワイワイキッズ

▽WGC evolution　▽ニュース

20:00

:30

▽20：30　Wa!FULL+

:30

21:00 21:00

:30

彩・JAPAN ワイワイ釣り三昧 彩・JAPAN TDN Presents 彩・JAPAN

:30

22:00
▽ワイワイキッズ　▽KYUSHUさんぽ

▽ニュース

22:00

:30

▽22：30　Wa!FULL+

:30

23:00

TDN Presents TDN Presents ユネスコエコパーク紀行

23:00

:30

ワイワイ釣り三昧 ユネスコエコパーク紀行 TDN Presents

:30

0:00

ユネスコエコパーク紀行 ワイワイ釣り三昧
▽カミタビ　▽でっさるこ

▽ニュース

0:00

:30

▽0：30　Wa!FULL+

:30

1:00 1:00

:30 :30

2:00 2:00

:30

▽2：30Wa!FULL+

:30

3:00 3:00

:30 :30

4:00 4:00

:30

▽4：30　Wa!FULL+

:30

▽MSP/ひむか神話街道をゆく（半月交代）　▽KYUSHUさんぽ

彩・JAPAN ワイワイ釣り三昧

▽市政だより（日向）　▽カミタビ　▽ワイワイからのお知らせ

ユネスコエコパーク紀行

▽6：00　ワイワイ健康体操　▽6：10　ワイワイからのお知らせ　▽6：15　MSP／ひむか神話街道をゆく（半月交代）
ワイワイキッズ（月～金　再放送）

▽ワイワイ健康体操
▽6：30　Wa!FULL(前日再放送)

TDN Presents

▽8：30　Wa!FULL(前日再放送)

999ch　　ワイワイチャンネル（11月号）
チャンネル

999ｃｈ

▽日向市政だよりひまわりタイム　▽ワイワイ健康体操　▽でっさるこ

　Wa!FULL　火曜再放送

　Wa!FULL　水曜再放送

彩・JAPAN

シェラカップは基本です/神保町昭和歌謡倶楽部（半月交代）

▽ニュース　▽Wa!FULL+　再放送

国文祭・芸文祭
【※放送がない場合 ▽KYUSHUさんぽ

▽でっさるこ　▽グルメはメグル
▽彩・JAPAN】

Wa!FULL　水曜再放送

　Wa!FULL　月曜再放送

ユネスコエコパーク紀行

ワイワイキッズ（月～金　再放送）
▽キャンプ飯

Wa!FULL　月曜再放送

Wa!FULL　火曜再放送

県北地域高等学校
文化祭

（録画放送）
11/6　尚学館中学校高等部

11/13　延岡学園
11/20　門川高校

　▽ワイワイ釣り三昧
【※11/27

古澤巖×ＴＡＩＲＩＫ 「i barocchi」
バロックアンサンブルコンサート】

Wa!FULL　月曜再放送

▽17：35　市政だより（延岡）
▽17：40　お知らせ 　▽17：45　カミタビ

▽2：30　Wa!FULL(再放送)

▽23：35　KYUSHUさんぽ　▽23：50でっさるこ

Wa!FULL　木曜再放送

県北地域高等学校
文化祭　（再放送）

11/8～11/12　尚学館中学校高等部
11/15～11/19　延岡学園
11/22～11/26　門川高校

【※11/1～11/5▽シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部（半月交代）

▽MSP/ひむか神話街道をゆく（半月交代）
▽旭山ドウブツ　▽私立釣竿学園 爆釣クラ

ブ】

▽1：00　池袋クリエイターズ学園　▽1：15　百景

▽1：00　ＶＭｉｘ　▽1：10　ワイワイからのお知らせ　▽1：15　WGC evolution

TDN Presents

▽0：30　Wa!FULL(再放送)

ワイワイキッズ（月～金　再放送）
▽おしえて！よのなか先生

シェラカップは基本です/神保町昭和歌謡倶楽部（半月交代）

▽旭山ドウブツ　▽百景

　▽MSP/ひむか神話街道をゆく(半月交代)
▽KYUSHUさんぽ

あいラブせんりゅう/私立釣竿学園 爆釣クラブ（半月交代）

彩・JAPAN

▽4：30　Wa!FULL(再放送)

▽4：00　MSP/ひむか神話街道をゆく（半月交代）　▽４：15　KYUSHUさんぽ

あいラブせんりゅう/私立釣竿学園 爆釣クラブ（半月交代）

▽10：30　Wa!FULL(前日再放送)

県北地域高等学校
文化祭（再放送）

11/8～11/12　尚学館中学校高等部
11/15～11/19　延岡学園
11/22～11/26　門川高校

【※11/1～11/5　▽シェラカップは基本です
/

神保町昭和歌謡倶楽部（半月交代）
▽MSP/ひむか神話街道をゆく（半月交代）
▽グルメはメグル　▽ゆりかごチャンネル

▽11：35　おしえて！よのなか先生　▽11：45　ナチュラルフードクッキ
ング

▽12：30　Wa!FULL(前日再放送)

　Wa!FULL　木曜再放送

▽18：30　Wa!FULL(初回放送)

TDN Presents

古澤巖×ＴＡＩＲＩＫ 「i barocchi」
バロックアンサンブルコンサート

古澤巖×ＴＡＩＲＩＫ 「i barocchi」
バロックアンサンブルコンサート

▽ニュース　▽Wa!FULL+　再放送

県北地域高等学校
文化祭　（再放送）

11/8～11/12　尚学館中学校高等部
11/15～11/19　延岡学園
11/22～11/26　門川高校

【※11/1～11/5▽シェラカップは基本です/
神保町昭和歌謡倶楽部（半月交代）

▽MSP/ひむか神話街道をゆく（半月交代）
▽旭山ドウブツ　▽私立釣竿学園 爆釣クラ

ブ】

▽ニュース　▽Wa!FULL+　再放送

▽22：30　Wa!FULL(再放送)

▽22：00　ワイワイキッズ　▽22：10　KYUSHUさんぽ　▽22：25　ワイワイからのお知らせ

▽21：00　市政だより（延岡）　▽21：05　MSP/ひむか神話街道をゆく（半月交代）　▽21：20　特集①

Wa!FULL　水曜再放送

Wa!FULL　火曜再放送

ワイワイ釣り三昧

▽20：30　Wa!FULL(再放送)

県北地域高等学校
文化祭（再放送）

11/8～11/12　尚学館中学校高等部
11/15～11/19　延岡学園
11/22～11/26　門川高校

【※11/1～11/5　▽シェラカップは基本です
/

神保町昭和歌謡倶楽部（半月交代）
▽MSP/ひむか神話街道をゆく（半月交代）
▽グルメはメグル　▽ゆりかごチャンネル

県北地域高等学校
文化祭（再放送）

11/8～11/12　尚学館中学校高等部
11/15～11/19　延岡学園
11/22～11/26　門川高校

【※11/1～11/5　▽シェラカップは基本です
/

神保町昭和歌謡倶楽部（半月交代）
▽MSP/ひむか神話街道をゆく（半月交代）
▽グルメはメグル　▽ゆりかごチャンネル

Wa!FULL　木曜再放送

県北地域高等学校
文化祭

（録画放送）
11/7　尚学館中学校高等部

11/14　延岡学園
11/21　門川高校

　▽ワイワイ釣り三昧
【※11/28

古澤巖×ＴＡＩＲＩＫ 「i barocchi」
バロックアンサンブルコンサート】

▽国文祭・芸文祭
【※放送がない場合

▽KYUSHUさんぽ  ▽よのなか先生
▽グルメはメグル　▽ワイワイ釣り三昧】

▽18：00　ワイワイキッズ　▽18：10　KYUSHUさんぽ　▽18：27 市政だより（延岡）

▽20：00　ワイワイキッズ　▽20：10　グルメはメグル　▽20:15　カミタビ

▽特集①　▽WGC evolution　▽20:57 市政だより（延岡）


