
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。
お出かけスポットや旬の話題などお得な情報が
盛り沢山です。お楽しみに！

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

10月30日～11月5日 11月6日～11月12日
お茶ベリーナ
未来の狭山の子どもたちのために
（市民記者としても情報発信）
牧野　寿代さん

11月13日～11月19日 11月27日～12月3日11月20日～11月26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
「うわさの！Saya-Biz情報」
事業者のあらたな取り組みをご紹介

お茶ベリーナ
美容とターコイズと地域活性
美容室　NAKA
代表　北風　貴子さん

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
「奥富地区連合会」

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
「堀兼地区連合会」

今月のイチオシ

ちゃっぴぃ撮影隊参上！
「イナリヤマフェスタ if 未来につなぐ特別編」
開催が毎年10月に狭山稲荷山公園にて行われている東日本大震災復興支援イベント「イナリヤマフ
ェスタ」。今年は新型コロナウイルスの影響により演奏機会を失った地域の学生のみなさまと共に、地
域の皆さまへエールを届ける演奏作品を作り上げていく「地域応援メッセージソングプロジェクト」を
立ち上げました。学生の皆さまの演奏が地域へのエールとなるよう願いを込めて。ぜひご覧ください。

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

10月26日～11月1日
在宅医療とＡＣＰ　狭山市医師会立在宅医療支援センター
コーディネーター　五十嵐 信子 氏
11月2日～8日
治療可能な認知症、尿失禁、歩行障害　『正常圧水頭症のお話』 
さやま脳神経クリニック　院長　長谷川 真作 先生
11月9日～15日
糖尿病のお薬について～作用はいろいろ～
薬剤師　小倉 弥生 氏
11月16日～21日
①介護予防の運動　②肩こり体操
リハビリテーション部　理学療法士
荒井 幹人 氏  福原 弘之 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。

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！

●10月30日～11月5日
「イナリヤマフェスタ 
if 未来につなぐ特別編」
同フェスタ今年は新型コロナウィル
ス感染症の関係で中止。しかし皆の
気持ちを繋げようと企画された今
回の特別編、地域応援メッセージ。

●11月6日～12日
入間航空祭2018（再放送）
2018年11月3日収録
●11月13日～19日
LIVE STATION さやま
ステージライブをお届けします
●11月20日～26日
狭山市労働セミナー
がんになっても働く社会へ
～治療も子育ても人育ても！生き方は自由自在～
収録：10月28日
講師：狭山ケーブルテレビ株式会社
　　 総務課長　村田　里依

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。

2019年実施のイナリヤマフェスタ

●秋季高校野球関東大会生中継
2020年10月31日 秋季高校野球関東大会生中継　準決勝
2020年11月1日 秋季高校野球関東大会生中継　決勝
●狭山市アーカイブ　6:30/10:00/12:00/15:00/18:30/22:30
20年前の狭山のニュースなどをご紹介
●番組「おうちであそぼう」　
101ch：8:45/13:15/14:45
111ch：7:30/11:00/18:00
YouTube　S-CAT TV でもご覧いただけます
今年は毎年開催の「こどもフェスタ」が中止となりました。
そこで、11月はいつもの「おうちであそぼう」に
さらに楽しい趣向をこらした内容でお届けします。 2019年の「こどもフェスタ2019」

基本番組表
月 火 水 木 金 土 日

6

00 すこやか体操
20 市民が踊る！東京五輪音頭-2020-
25 とくもじ情報！！
30 タウンNEWS
50 さやナビ

7
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
00 彩の国ケーブルテレビ情報局
30

ケーブルテレビで健康塾 みんなの健康塾

10

00

30 S-CAT案内
45 さやまのお店めぐり2

11 00 街コロンブス（飯能・日高）

12

00 タウンNEWS
20 さやナビ
40 さやまの窓（こんにちは！自治会、WAVE ほか）

55 とくもじ情報！！

13

00 脳いきいき体操＆市民が踊る！東京五輪音頭-2020-
15 おうちであそぼう
30 彩の国ケーブルテレビ情報局 ディズニー

14

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

15
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20 さやナビ
40 さやまの窓（こんにちは！自治会、WAVE ほか）

55 とくもじ情報！！
16 00 週刊いるま（入間）

17

00
彩の国ケーブルテレビ情報局

番組紹介

10 市民課テレビ

30 脳いきいき体操＆市民が踊る！東京五輪音頭-2020-
45 さやまの窓（こんにちは！自治会、WAVE ほか）

18 00 ケーブルテレビで健康塾 みんなの健康塾

19

00 タウンNEWS
20 さやナビ
40 さやまの窓（こんにちは！自治会、WAVE ほか）

55 とくもじ情報！！
20 00

ちゃっぴぃ撮影隊参上！
21 00

22

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 龍じぃの昔話・フォト川柳

23

00 タウンNEWS
20 さやナビ
40 さやまの窓（こんにちは！自治会、WAVE ほか）

55 とくもじ情報！！
24 00 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「ミッキーマウス ミックス・アドベンチャー」

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。
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ゲーターに「人と人との繋が
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を音楽を通じて伝えていく音
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紹介します。
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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！
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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

10月30日～11月5日 11月6日～11月12日
お茶ベリーナ
未来の狭山の子どもたちのために
（市民記者としても情報発信）
牧野　寿代さん

11月13日～11月19日 11月27日～12月3日11月20日～11月26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
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事業者のあらたな取り組みをご紹介
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美容とターコイズと地域活性
美容室　NAKA
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単位自治会の取り組み
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「奥富地区連合会」
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単位自治会の取り組み
今月の連合NOWは
「堀兼地区連合会」
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ちゃっぴぃ撮影隊参上！
「イナリヤマフェスタ if 未来につなぐ特別編」
開催が毎年10月に狭山稲荷山公園にて行われている東日本大震災復興支援イベント「イナリヤマフ
ェスタ」。今年は新型コロナウイルスの影響により演奏機会を失った地域の学生のみなさまと共に、地
域の皆さまへエールを届ける演奏作品を作り上げていく「地域応援メッセージソングプロジェクト」を
立ち上げました。学生の皆さまの演奏が地域へのエールとなるよう願いを込めて。ぜひご覧ください。

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

10月26日～11月1日
在宅医療とＡＣＰ　狭山市医師会立在宅医療支援センター
コーディネーター　五十嵐 信子 氏
11月2日～8日
治療可能な認知症、尿失禁、歩行障害　『正常圧水頭症のお話』 
さやま脳神経クリニック　院長　長谷川 真作 先生
11月9日～15日
糖尿病のお薬について～作用はいろいろ～
薬剤師　小倉 弥生 氏
11月16日～21日
①介護予防の運動　②肩こり体操
リハビリテーション部　理学療法士
荒井 幹人 氏  福原 弘之 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。
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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
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   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！

●10月30日～11月5日
「イナリヤマフェスタ 
if 未来につなぐ特別編」
同フェスタ今年は新型コロナウィル
ス感染症の関係で中止。しかし皆の
気持ちを繋げようと企画された今
回の特別編、地域応援メッセージ。

●11月6日～12日
入間航空祭2018（再放送）
2018年11月3日収録
●11月13日～19日
LIVE STATION さやま
ステージライブをお届けします
●11月20日～26日
狭山市労働セミナー
がんになっても働く社会へ
～治療も子育ても人育ても！生き方は自由自在～
収録：10月28日
講師：狭山ケーブルテレビ株式会社
　　 総務課長　村田　里依

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。

2019年実施のイナリヤマフェスタ

●秋季高校野球関東大会生中継
2020年10月31日 秋季高校野球関東大会生中継　準決勝
2020年11月1日 秋季高校野球関東大会生中継　決勝
●狭山市アーカイブ　6:30/10:00/12:00/15:00/18:30/22:30
20年前の狭山のニュースなどをご紹介
●番組「おうちであそぼう」　
101ch：8:45/13:15/14:45
111ch：7:30/11:00/18:00
YouTube　S-CAT TV でもご覧いただけます
今年は毎年開催の「こどもフェスタ」が中止となりました。
そこで、11月はいつもの「おうちであそぼう」に
さらに楽しい趣向をこらした内容でお届けします。 2019年の「こどもフェスタ2019」

4 狭山 5狭山


