デジタル

◆お問い合わせ/狭山ケーブルテレビ
（株）

狭山市内の情報をお届け！

〒350-1334 埼玉県狭山市狭山20-1

101ch さやまケーブル10

TEL 04-2954-2200（総合受付・営業所）
https：//www.s-cat.ne.jp/

地域の話題満載のコミュニティ番組をお楽しみください。
基本番組表

さやナビ

月

6：50〜/12：20〜/15：20〜/19：20〜/23：20〜
（金曜日更新）

韓国出身のシンガーソングライターTAONと狭山ケーブルテレビアナ
ウンサー田上真由香がお届けする地域密着型情報番組。
子育て世代に嬉しい情報やお出かけ情報など狭山の情報が満載。
ただいまコーナー内「あかちゃんだいすき」では出演してくれるあかちゃ
んを募集中！
思い出のひとつとしてテレビに
出演してみませんか？
ご応募お待ちしております！

火

さやナビ

10

さやまの窓（こんにちは！自治会、WAVE ほか）
とくもじ情報！！

45

龍じぃの昔話・フォト川柳

00

健康テレビショッピング

MUSIC POWER〜頑張っていこうぜ♪〜
15

8：15〜/14：15〜/22：15〜

狭山市のイメージキャラクター「七夕の
妖精 おりぴぃ」と園児たちとの楽しい触
れ合いの様子をお届けします。
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とくもじ情報！！
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脳いきいき体操＆市民が踊る！東京五輪音頭-2020-

8：00〜/10：45〜/14：00〜/
22：00〜(隔週金曜日更新)
装いも新たにくいしんぼうレポー
ターが狭山市やその周辺の気に
なる飲食店を紹介します。

S-CAT案内
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彩の国ケーブルテレビ情報局
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さやまの窓（こんにちは！自治会、WAVE ほか）
ケーブルテレビで健康塾 みんなの健康塾
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ちゃっぴぃ撮影隊参上！
さやまのお店めぐり2
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ショップチャンネル

今月の日曜日のディズニー・チャンネルは「アバローのプリンセス エレナ」

狭山

12月20日〜26日

こんにちは!自治会
・自治会情報（東急入間川・
水押・新狭山ハイツ）
・自治会連合NOW
水富地区

12月27日〜31日

お茶ベリーナ
ピックアップ
今年放送した内容から
ピックアップしてお送りします

市内音楽会 小学生の部

●12月13日〜19日
心臓血管市民公開講座
①気をつけたい動脈硬化 〜心臓血管病のキケン因子とは？〜
埼玉石心会病院 循環器内科副部長 荒巻 和彦 先生
②ＳＡＳを正しく知ろう！ 〜睡眠時無呼吸症候群の診断まで〜
循環器内科医長 栁澤 亮爾 先生
③睡眠時無呼吸症候群と言われたら？ 〜治療方法とは？〜
臨床工学技士 里村 知克 氏
収録：2019年11月30日
（土）埼玉石心会病院
●12月20日〜12月25日
市内音楽会 小学生の部ダイジェスト
収録：11月6日7日 市民会館
●12月26日〜12月31日
市内音楽会 中学生の部ダイジェスト
収録：11月6日7日 市民会館

○ちゃっぴぃ撮影隊参上！
12月20日〜25日
狭山市小中学校音楽会 小学校の部
12月26日〜31日
中学校の部 ダイジェストでお送りします
○さやナビ
12月13日〜19日
狭山市准看護学校戴帽式

ケーブルテレビで健康塾

みんなの健康塾

①9：30〜10：30 ②18：00〜19：00（月曜日更新）
主催 みんなの健康 協賛 埼玉石心会病院

11月25日〜12月1日/10月7日（月）収録
【頭の知恵袋シリーズ】
「パート3」認知症の四方山話
リハビリテーション科部長 白石 哲也 氏
12月2日〜8日/10月29日（火）収録
脳梗塞の予防と治療
脳血管内治療科副部長 掛樋 善明 先生
12月9日〜15日/10月29日（火）11月1日（金）収録
①脳卒中のリハビリテーション
〜障がいに負けないための回復期リハビリテーション〜
大生病院 リハビリテーション科 主任 豊島 尊士 氏
②ビタミンＣで風邪予防！
〜これから、寒い時期のおすすめレシピ〜
食のサービス部部長 大川 清 氏
12月16日〜22日/11月7日（木）22日（金）収録
①不整脈治療の新時代到来！〜冷凍アブレーションとは？〜
循環器内科副部長 入江 忠信 先生
②閉塞性黄疸って何？〜胆膵内視鏡検査・治療について〜
臨床検査技師 小林 保彦 氏
12月23日〜31日/11月25日（月）27日（水）収録
①膵臓の働き 〜膵臓でつくられるホルモンについて〜
臨床検査技師 安藤 恭代 氏
②健康エクササイズ「笑いヨガ」
〜心の底から大いに笑って、大いに健康！〜
ラフターヨガ・ティーチャー 園田 清一 氏
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番組紹介
市民課テレビ
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・会議所事業案内
・市内事業所紹介
・Saya-Biz紹介

今月のイチオシ

とくもじ情報！！
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勝部 麗子さん講演会

週刊いるま（入間）
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さやまのお店めぐり2
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●11月29日〜12月5日
本庄祭り 収録：11月3日
●12月6日〜12日
小地域福祉活動サミットlNさやまに向けて
大阪府豊中市社会福祉協議会
コミュニティソーシャルワーカー
勝部 麗子さん講演会
「ひとりぽっちのいない地域づくり」

さやまのお店めぐり2
MUSIC

狭山商工会議所
広報番組

※内容は変更になる場合がありますのでご了承ください。

龍じぃの昔話・フォト川柳

彩の国ケーブルテレビ情報局
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20：00〜
（金曜日更新）

健康テレビショッピング

55

4人組のJ-POPボーカルグル
ープJAYʼS GARDENをナビ
ゲーターに「人と人との繋が
り」や「感動する心」
「人の絆」
を音楽を通じて伝えていく音
楽バラエティー番組です。

8：30〜/10：30〜/14：30〜/22：30〜
(隔週金曜日更新)

街コロンブス（飯能・日高）
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S-CAT案内
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12月13日〜19日

ちゃっぴぃ撮影隊参上！

S-CAT案内
さやまのお店めぐり2

15

社会福祉協議会広報番組

「ふれあいこころちゃん」
障がい者週間
「Well-being2019に向けて」 2020年1月25・26日開催
実行委員長 井島 美由紀さん 「全国校区・小地域福祉活動
サミットINさやま」について

ケーブルテレビで健康塾 みんなの健康塾
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お茶ベリーナ

12月6日〜12日

～頑張っていこうぜ♪～

S-CAT案内

00

(キャスター)田上真由香

POWER
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さやまのお店めぐり2
MUSIC
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ニュース、スポーツ、イベント情報など
狭山の旬の情報をお送りする20分間です。

11月29日〜12月5日
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さやまの今をオープン！
！情報を共有して繋がろう！
！市民出演・市民制作・市内団体や市民と協働で作る放送枠です。
市民インタビュー・レポート・こんにちは！自治会や団体からの広報ありと内容の詰まった15分です。
7:10〜/12:40〜/15:40〜/17:45〜/19:40〜/23:40〜
（金曜日更新）
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彩の国ケーブルテレビ情報局

さやまの窓

日

とくもじ情報！！
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6：30〜/12：00〜/15：00〜/19：00〜/23：00〜
（金曜日更新。初回のみ生放送）
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30

11

木

20

7 25

8

水

00
6 25

9

タウンNEWS

おすすめ動画も
配信中！

弊社ホームページからもコミュチャンに関する
お問い合わせや情報をご提供いただけます。

デジタル

狭山市・県内・全国のケーブルテレビ制作番組をお届け！

111ch さやまケーブル11
狭山市アーカイブや全国CATVの話題、生中継、議会放送をお届けします。
〇狭山市アーカイブ
令和元年第4回狭山市議会定例会 放送予定
6:30・10:00・12:00・
議会開催日程
CATV 放送日
内容
（本会議）
（デジタル１１１ｃｈ）
15:00・18:30・22:30
2000年の同月放送のニュース 11月29日（金）開会、議案説明 12月 2日（月）18:00〜
や特番から懐かしい映像をご覧 12月 3日（火） 議案質疑 12月 4日（水）18:00〜
12月 9日
（月） 一般質問 12月10日
（火）18:00〜
いただいています。
12月10日
（火）
12月11日
（水）

一般質問 12月11日
（水）18:00〜
一般質問 12月12日
（木）18:00〜
12月17日
（火） 委員長報告、 12月18日
（水）18:00〜
採決、閉会

通販専門番組
ショップチャンネル
101ch 0:00〜 6:00
102ch 6:00〜26:00

QVC
111ch

0:00〜 6:00
8:00〜10:00
17:00〜18:00
112ch
6:00〜 8:00
9:00〜24:00

ジャパネットチャンネルDX
112ch 8:00〜9:00
0:00〜6:00
狭山

5

