
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。番組構成・内容を変更する場合があります。ご了承ください。

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 ！ 8月28日～9月3日は防災番組をお送りします。

6：30～/12：00～/15：00～/19：00～/23：00～（金曜日更新）

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)

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～

狭山ケーブルテレビから
お得にご利用いただけるサービスを
分かりやすく紹介します。

◆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） 番組の内容は変更になる場合があります。ご了承ください

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

新型コロナウイルスの影響で中
止となった今年夏の全国高校野
球選手権大会に代わり8月に開
催される埼玉県高校野球大会
番組では狭山市から出場する学
校のチームをまとめて紹介します

WAVE
狭山商工会議所広報番組
会議所情報・市内事業所紹介
新「うわさの！Saya-Biz通信」
事業者のあらたな取り組みをご紹介

7月31日～8月6日
お茶ベリーナ
戦争体験を語り伝える
平和な日常の尊さを・・
体験を描いて伝える
高萩 俊平さん

8月7日～8月13日
こんにちは！自治会
単位自治会の取り組み
今月の
連合NOWは
「入間川地区連合会」

8月14日～8月20日
「もしも」の災害に、
「いつも」の備えを。
台風・地震などの災害への備えについて
感染症対策も踏まえて紹介します。

8月28日～9月3日８月21日～8月27日

今月のイチオシ

「もしも」の災害に、「いつも」の備えを。30分番組（予定）
8月28日～9月3日　6:50/12:20/15:20/19:20/23:20
＊さやナビの内容を変更してお届けします。
台風・地震などの災害への備えについて、感染症対策も踏ま
えて紹介します。
皆さんが日頃から準備できることなどをお伝えします。

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

7月27日～8月2日
大腸がんにならないためには！？
外科副部長　木戸 知紀 先生

8月3日～9日
①認知症なんて怖くない！
　～認知症のことを知りましょう～
②認知症予防＆脳トレ体操
　認知症看護認定看護師　石山 真 氏

8月10日～16日
カテーテルアブレーション全般のお話
循環器内科副部長　入江 忠信 先生

8月17日～23日
心臓弁膜症に対する低侵襲治療　"TAVI"の話
副院長　心臓血管外科　木山 宏 先生

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。

●埼玉ケーブルテレビ連盟
令和2年度 夏季埼玉県高等学校野球大会　生中継特別番組 
期間：2020年8月8日（土）～15日（土） 8日間
中継会場 ： 4地区大会を4球場から放送（1日1球場）
中継球場 前半 ： 市営浦和（or川口市営）＆熊谷公園
 後半 ： 越谷市民＆所沢航空（or飯能市民）
放送時間 ： 8時50分～17時24分
ハイライト放送 ： 21時30分～22時24分 

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！

●7月31日～8月6日
エールよ届け★短冊の願いとともに

狭山市入間川七夕まつりアーカイブ
今年は開催されない入間川七夕まつり
そこで、ケーブルテレビがこれまでに
取材した七夕まつり
に関連した
映像をお送りします。

●8月7日～8月13日
平和への願いをこめて
広島・長崎　女性たちの被爆体験（再）

●8月14日～8月20日
平和祈念講演会「まるで棺だった！」（再）
特攻兵器・人間魚雷「回天」搭乗員が
語る戦争の姿
講師：野田　稔さん
2016年10月放送
●8月21日～8月27日
LIVE STATION さやま
ステージライブをお届けします
●8月28日～9月3日
ザ・防災フォーラム（再）　
防災落語　パネルディスカッション
「最も大切な私たちの身近な備えとは」

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。

基本番組表
月 火 水 木 金 土 日
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10 さやまの窓（こんにちは！自治会、WAVE ほか）

25 とくもじ情報！！
30 彩の国ケーブルテレビ情報局 ディズニー

8

00 さやまのお店めぐり2
15 MUSIC　POWER　～頑張っていこうぜ♪～
30 S-CAT案内
45 おうちであそぼう

9
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30
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