
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。

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

さやナビ

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
ウンサーの田上真由香がお届けする地域密着型情報番組。
通常コーナーに加え、「イーム」「踊っちゃお！」「アニマル日和」
「ヘルシーキッチン」なども月一で紹介。
子育て世代に嬉しい情報も！お楽しみに！

6：30～/12：00～/15：00～/19：00～/23：00～（金曜日更新。初回のみ生放送）

タウンNEWS

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。

(キャスター)田上真由香

8：15～/14：15～/22：15～

MUSIC POWER～頑張っていこうぜ♪～

4人組のJ-POPボーカルグル
ープJAY’S 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。

さやまのお店めぐり2
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
8：30～/10：30～/14：30～/22：30～
　　　　　　　　　　(隔週金曜日更新)

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。

◆お問い合わせ/狭山ケーブルテレビ（株）
〒350-1334 埼玉県狭山市狭山20-1

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

おすすめ動画も
配信中！

デジタル

101chさやまケーブル10
狭山市内の情報をお届け！

7:10～/12:40～/15:40～/17:45～/19:40～/23:40～（金曜日更新）

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。

さやまの窓

さやまの窓
狭山の歌をうたう第1弾
「狭山いろいろあるけれど」
作詞　踊り　岬  麗子さん

4月3日～4月9日
WAVE
狭山商工会議所広報番組
会議所情報・市内事業所紹介
Saya-Biz情報

4月10日～４月16日
さやまの窓
お茶ベリーナ　狭山の歌をうたう第1弾
「星のフォークレア」
小髙正明さん/ゆっこらんどさん

4月17日～4月23日
こんにちは ！ 自治会
単位自治会の取り組み
連合ＮＯＷは6月スタート

4月24日～30日

作詞：小髙さん　作曲：歌　ゆっこらんどさん

今月のイチオシ

「ちゃっぴぃ撮影隊参上」
4月3日～4月9日
「これからを生き抜くキミへ」
義務教育改革者　藤原　和博さんがＡＩ社会に
ついて、情報編集力について熱く語ります。
世代問わず見てほしい
収録：2020年2月16日
4月24日～30日
講談で語る「本田宗一郎物語」　「創業期」編　ＨＯＮＤＡの魅力にふれる

会場を巻き込み語る　藤原さん

主催 みんなの健康　協賛 埼玉石心会病院

①9：30～10：30 ②18：00～19：00 （月曜日更新）

ケーブルテレビで健康塾 みんなの健康塾

3月30日～4月5日
あなたの膝(ひざ)・股関節の痛みについて
整形外科部長　伊東 秀治 先生

4月6日～12日
①肩　痛みなくバンザイできますか？
　～簡単に出来るストレッチ～
　理学療法士　甲斐 巧・高田 慈都 氏
②ひざ痛予防体操～実技編～
　理学療法士　堀口 貴子 氏

4月13日～19日
レーザーによる前立腺肥大症の最新治療
泌尿器外科副部長　寺尾 俊哉 先生

4月20日～25日
自宅でできるリンパドレナージ
看護部　緩和ケア認定看護師　佐藤 真由美 氏

デジタル

111chさやまケーブル11
狭山市・県内・全国のケーブルテレビ制作番組をお届け！

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 6:30/10:00/15:00/18:00/22:30
　2000年・2010年の同時期放送の話題を振りりご紹介します

〇芸と笑いの専門チャンネル
寄席チャンネル 期間限定無料放送
伝統芸能である寄席落語から若手ニューウェーブの
お笑いまで、笑いの演目を集めてお送りします。
放送 111ch　21時～23時

※番組編成の都合上、 放送時間が変更・放送休止の場合がございます。
予めご了承下さい

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

ちゃっぴぃ撮影隊参上！

●４月3日～4月9日
狭山商工会議所　30周年記念講演会
「これからを生き抜くキミへ」
講師：初の民間登用公立中学校長
義務教育改革者　藤原　和博さん
収録：2020年2月16日
●4月10日～４月16日
LIVE STATION さやま
ステージライブをお届けします

●4月17日～4月23日
第3回狭山市犯罪被害者・交通被害者
支援を考える交流会
「愛する家族を失う心情」
「犯罪を取り締まる側から
犯罪を生まない環境作りを目指して～」
●4月24日～30日
講談で語る「本田宗一郎物語」
「創業期」編

20：00～（金曜日更新） ※内容は変更になる場合がありますのでご了承ください。
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