
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。

S-CAT案内
10：30～/14：30～

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。

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

タウンニュース

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　津久井 智子

◆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 0120-340-379（フリーダイヤル）
 04-2954-2200（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！

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

中島まさるのごきげんチャージ

狭山市出身の歌手 中島まさるをMCに迎え
近隣市も含めた旬の情報を独自の切り口
でご紹介！
あなたも番組で「チャージ」してください！！

QRコードを読みとって登録してね♪

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！ 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   ８：００～１０：００
 １７：００～１８：００
 ２３：００～  ６：００
 
１１２ｃｈ   ５：００～２７：００

ちゃっぴぃ撮影隊参上！

●9月30日～10月6日
『産学官連携2』（再）
商工会議所青年部主催事業

●10月7日～13日　
魅惑の『Ｃチャンネル』

●10月14日～20日
『LIVE STATION　さやま』

●10月21日～27日
狭山市がん対策講演会
『がんと共に生きるということ』講師：村田 里依さん

●10月28日～11月3日
『入間航空祭　祝・開催スペシャル』
3年ぶりの入間航空祭の開催を祝し
入間基地とブルーインパルスの人気映像を放送します

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。

7:10～/12:40～/15:40～/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

9月30日～10月6日
＃おうちで狭山茶
お茶の楽しみ方のご紹介

10月28日～11月3日
こんにちは自治会
「自治会連合NOW！」
奥富地区

10月21日～27日10月14日～20日10月7日～13日

＜８月放送から＞「文理大生抹茶引き体験」

WAVE　
狭山商工会議所情報番組
＊市内店舗紹介
うわさの！Saya-Biz通信
YouTubeでも発信中

With ゆぅ市議会
狭山市議会制作広報番組
・第3回定例会報告

「身近な企業から宇宙へつなが
る、夢の贈り物を子どもたちに」
～入間博物館
夏休みロケット計画アリットから
ロケットを運ぶ「奥井組」ペット
ボトルロケット
づくりなど

今月のイチオシ

●新番組『そと好き』
アウトドアの魅力を様々な視点からお伝えします

●新コーナー『間瀬しずかの夜店めぐり』
お店めぐり2から派生した「夜版お店めぐり」
ちょっと一杯の参考にどうぞ！

8：15～/14：15～/22：15～

そと好き

キャンプや釣り・登山等、様々な視点か
ら狭山市（他近隣市）の自然豊かな環
境とともにアウトドアの魅力をお届け
していきます。

さやまのお店めぐり2
8：00～/10：45～/14：00～/
17：45～/22：30～(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。

間瀬しずかの夜店めぐり

無類のお酒好
きと自称する
シンガーソン
グライターの
間瀬しずかが、
独自の目線で、
お酒の楽しみ
方をお伝えし
ます。

22：00～

●「第75回秋季関東地区高校野球大会中継」　
10月22日（土）～30日（日）※予備日等を含む
10:00～試合終了まで（予定）

　来春のセンバツ出場を占う関東大会は
埼玉県をはじめ関東地区の15校が出場
し今年は埼玉県での開催。1回戦から決
勝まで、県営大宮公園野球場で行われ
る試合を実況生中継でお届けします
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6
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20 脳いきいき体操
25 とくもじ情報！！
30 タウンニュース
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