
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。

◆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！

6：30～/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

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♪

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！
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。

●3月31日～4月6日 
魅惑のＣチャンネル
●4月7日～9日　
『LIVE STATION　さやま』
●4月10日～15日　
狭山市議会議員選挙を前に
『狭山市政を考える』
●4月16日～20日
『番組チョイス』
全国のケーブルテレビ局の注目番組をご紹介します
●4月21日～27日
ちゃっぴぃアーカイブアワー
番組で放送した気になる映像をお送りします
●4月28日～5月4日
『番組チョイス』
全国のケーブルテレビ局の注目番組をご紹介します

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

3月31日～4月6日

狭山カーレットクラブ
まぜこぜ！
障がい者も高齢者もまぜこぜ
になって楽しむ！

4月28日～5月4日4月21日～27日4月7日～13日 4月14日～20日

＜3月放送から＞

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

環境交流会
～私たちにできること～
・ナラ枯れ被害報告
・2022年度中学生作文コン
クールから

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！

今月のイチオシ

●埼玉県議会議員選挙 西4区（狭山市）
　開票速報　4月9日（日）
●狭山市議会議員選挙 
　開票速報　4月23日（日）
いずれも開票作業開始から公式に発表される情報
を随時10（101）と11（111）chでお伝えします

●「狭山市政を考える」
　4月10日（月）～15日（土）
狭山市議会議員選挙を前に立候補を予定される
方で番組の出演にご協力頂きました皆様に市政に
対する考えをお聞きします
10チャンネル　20:00～　
11チャンネル　15:00～

♯おうちで狭山茶
狭山市茶業協会プレゼンツ
・新茶の季節到来
・狭山茶業協会からのお知らせ
・♯おうちで狭山茶作品紹介

お外でもあそぼう！
子育て支援事業
●ワイワイ広場
●赤ちゃんワイワイ広場
令和5年度スケジュール！

8：15～/14：15～/18：45～/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～/
17：45～/22：00～

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

10：30～/14：30～/18：30～/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。

●「おうちであそぼう」　
101ch  8:45～/13:15～/14:45～　111ch 7:30～/11:00～/18:00～

●「狭山市アーカイブ」
6:30～/10:00～/12:00～/15:00～/
18:30～/20:30～/22:30～
（放送休止の場合あり）

　これまで狭山ケーブルテレビが撮影した
貴重な映像をお届けしています

基本番組表
月 火 水 木 金 土 日

6

00 すこやか体操
20 脳いきいき体操
25 とくもじ情報！！
30 タウンニュース
50 中島まさるのごきげんチャージ

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
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15 MUSIC POWER ～頑張っていこうぜ♪～
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9
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45 MUSIC POWER ～頑張っていこうぜ♪～
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20 中島まさるのごきげんチャージ
40 さやまの窓
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♪～
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40 さやまの窓（こんにちは！自治会、WAVE ほか）

55 とくもじ情報！！
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今月の日曜日のディズニー・チャンネルは「ウルトラバイオレット＆ブラックスコーピオン」
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