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開局25周年企画 !!

ゴールデンウィーク特別番組
おかげさまで ゆりほんテレビ は、今年開局25周年！
ゆりほんテレビアーカイブスの中から過去のコンクール受賞作品を一挙放送します。
あわせて「もうすぐいちねんせい」をアンコール放送します。

もうすぐいちねんせい
9:00〜、11:00〜、
20:00〜、
21:30〜

ゆりほんアーカイブス

放送日時

18:30〜、19:30〜、21:00〜、22:30〜、
翌日 6:30〜、7:30〜、10:00〜、12:30〜

平成16年度ＮＨＫケーブルテレビ自主制作番組コンクール

奨励賞・撮影賞

上川大内・下川大内・岩谷 4月30日（火）モリアオガエルの産卵
平成14年放送
本土フクロウ〜たんぽぽの咲くころに〜
平成16年度農村ＭＰＩＳ施設自主放送番組コンクール 審査委員特別賞
西目幼・笹子・川内
5月 1日（水）キヨミさんの盆
矢島・道川・石沢

小友・本荘幼・若草
亀田・松ヶ崎・清徳
子吉・中央・組合病院内保育所
みどり・永慶・ゆり
※時間ごとに園の順番が変わります

平成18年度農村ＭＰＩＳ施設自主放送番組コンクール

優秀賞

平成18年度農村ＭＰＩＳ施設自主放送番組コンクール

優秀賞

平成21年度農村ＭＰＩＳ施設自主放送番組コンクール

優秀賞

平成22年度農村ＭＰＩＳ施設自主放送番組コンクール

優秀賞

平成23年度農村ＭＰＩＳ施設自主放送番組コンクール

最優秀賞

2日（木）おらだは街の劇団員〜「小さな町の大きな文化」目指して〜
3日（金）鳥海りんどう〜産地化に挑む夢の花〜

4日（土）ツリーハウス〜ぼくらのもうひとつの学び舎〜
5日（日）よみがえれ廃校〜鮎の風の取り組み〜

6日（月）三代目座長 芸を追う〜猿倉人形芝居 木内勇吉一座〜

情報ランド

今月のみどころ！

5／9（木）笑売繁盛ＴＶ版

ゴルフガーデンナイスイン
5／28（火）スポ少Ｇｏ！Ｇｏ！

さん
ナイスイン 佐藤
ゴルフガーデン

矢島剣道スポーツ少年団

コミュニティチャンネル番組表
6：00〜 かだ〜れ体操・市内のライブ映像

ローカル魂

「やまがた桜物語」
５月15日
（水） 午後７時〜７時54分
ナレーション：荒川強啓・佐々木永恵

10：30〜 かだ〜れ体操

市内のライブカメラ映像
13：00〜 かだ〜れ体操

４月上旬〜５月上旬、山形は桜一
色に彩られる。桜の美しさに導 か れ
人々はその風情と情緒を楽しむため特
別な思いを馳せ、集っている。地元の
人々がご神木として大切にする一本
桜、集落のお寺に古くから立つシダレ
ザクラ、山形の町を記録し続けた「街
の写真家」が見つめる桜の名所。
“わが町の桜” が咲き誇る瞬間を待
ちわびる人々の姿、そして桜の美しさ
を４Ｋ映像美で綴る物語。

18：00〜 かだ〜れ体操

火曜ドラマ

『わたし、定時で帰ります。』
毎週火曜 午後10時〜10時57分
出演：吉高由里子 中丸雄一 向井理
柄本時生 泉澤祐希 シシド・カフカ

24:00〜QVC
ショップチャンネル（月・水・金）/QVC（火・木）
＊4/30〜5/6は、ゴールデンウィーク特別番組を放送します。
放送内容、放送時間が変則的になります。
＊チャンネル700は、各局制作の総合エンタテイメント専門チャンネルです。
＊ＱＶＣとショップチャンネルは、ショッピング専門チャンネルです。

日曜劇場『集団左遷！
！』

毎週日曜 午後９時〜９時57分
出演：福山雅治 香川照之 神木隆之介 中村アン 三上博史
「ノルマを達成しなければみんなクビ！ 僕も
クビ！」
。原作は江波戸哲夫の小説。50歳を目
前にして廃店が決まっている三友銀行蒲田支店
の支店長となった片岡洋と、リストラ候補とし
て蒲田支店に集められた銀行員たちが協力して
大逆転に挑む。果たして蒲田は生き残れるの
か！？ 支店長片岡の戦いが始まる。

原作は、朱野帰子（あけのかえるこ）
の同名小説。“定時で帰る”“残業しない”
が モットー のＷＥＢ制 作 会 社で 働く
ディレクター・東山結衣。新任の部長
が赴任したことをきっかけに、結衣の
前に曲者社員たちが立ちはだかる。彼
らが抱える様々な問題に、結衣はどう
立ち向かうのか？

4月30日㈫〜5月6日㈪の番組

アンコール放送

もうすぐいちねんせい！

ゆりほんテレビアーカイブスから

過去の受賞作品

放送日程は、１ページをご覧ください。

7日㈫〜13日㈪の番組
○放送時間

9：00〜、20：00〜

テレビ市民室

○放送時間

11：00〜、21：30〜

ＪＣＣ三人娘が行く！

〜固定資産税〜

〈北海道・鶴居村編〉
全国ＣＡＴＶ局おすす
めの名産品やスポットを
紹介。今回は北海道・鶴
居村前編をお送りします。

５月上旬に送付される
固定資産税の納税通知
書。税 額 や 課 税 明 細 書
の見方について市役所税
務課の職員に聞きます。

制作：ジャパンケーブルキャスト

14日㈫〜20日㈪の番組
○放送時間 〈前半〉9：00〜、20：00〜 〈後半〉11：00〜、21：30〜

由利高校吹奏楽部 定期演奏会
14人の新入部員を迎えての初めての演奏会の模様を
前半と後半の２回に分けてお送りします。
（５月４日 カダーレ大ホールで開催）

※昨年の様子

21日㈫〜27日㈪の番組
○放送時間

9：00〜、20：00〜

ゆりほんテレビ 4月プレイバック総集編

○放送時間

11：00〜、21：30〜

speak easy

毎週金曜日の情報ラン
ド内で１週間の話題を振
り返るプレイバック。
４月のプレイバックを
まとめてお送りします。

〈5月〉
市文化交流館カダーレ
から、館 内のイベントや
市内の情報をバラエティ
ータッチでお送りします。
制作：カダーレ自主事業実行委員会

28日㈫〜6月3日㈪の番組
○放送時間 〈前半〉9：00〜、20：00〜 〈後半〉11：00〜、21：30〜

由利本荘市文化財保護団体連合会

歴史講演会

県立博物館の畑中康博さんが古文書から戊辰戦争での
由利諸藩や秋田の状況を読み解きます。
（２月23日 西目公民館シーガルで開催）
●番組の放送日時、内容、タイトル等は変更する場合があります。ご了承ください。平成31年４月18日現在のものです。

ケーブルテレビのサービス
基 本
サービス

※NHK受信料は別途

加 入 金… 30,860円
基本料金……1,340円

●下記のチャンネルがご視聴いただけます。

※料金は全て税込

新築住宅加入金
無料キャンペーン
期間：令和2年3月31日まで

※
「建築確認済証」
の写しが必要です
TBS系列

●新規加入時、
ご希望の方に無料で設置いたします。
（機器無償貸し出し）

無 料
サービス

●音声告知放送 ……市からの一斉放送、町内会放送、Jアラートを送信。
●加入者間IP電話…市ケーブルテレビ加入者同士は通話が無料。

インターネット
接続サービス

加入金

5,140円

6Mbps…… 2,780円
20Mbps…… 3,810円
200Mbps…… 4,540円

ゆりほんテレビ
「施設利用」
のご案内
情報ランド枠でのお知らせ／文字放送

事業所などからのお知らせ、各種イベントのお知らせにご利用ください。
①パッケージＣＭ持ち込み［５日以内］

15秒以内： 6,170円 ※非加入者 12,340円
30秒以内：12,340円 ※非加入者 24,690円

②静止画ＣＭ（ゆりほんテレビで制作）
［５日以内］15秒以内：10,290円 ※非加入者 20,570円
③文字放送［7日以内］

3,090円 ※非加入者 6,170円

ダビングサービス

「情報ランド」、
「企画・特別番組」
など、
ゆりほんテレビで制作した番組のダビングサー
ビスを実施します。
30分まで： 1,030円 ※非加入者 1,540円
60分まで： 1,540円 ※非加入者 2,060円
〈問い合わせ先〉 ＣＡＴＶセンター、市役所広報課・各総合支所市民サービス課

由利本荘市CATVセンター
○月曜〜金曜
（祝日は除く）
8:30〜17:15

TEL：65-3722
（IP 865-3722）
FAX：65-3723
メール：catv@city.yurihonjo.lg.jp
郵

送：〒018-0711 由利本荘市岩谷町字日渡51番地1

