由利本荘市ＣＡＴＶセンター

〒018-0711 秋田県由利本荘市岩谷町字日渡51-1
TEL ０１８４（６５）３７２２ FAX ０１８４（６５）３７２３

１２
ｃｈ

４月に開催された春季大会から２つの競技の決勝の模様を日替わりでお届けします。

☆５／ ５（金）
１２：００〜・２２：３０〜

☆５／ ４（木）
１２：００〜・２２：３０〜

サッカー決勝

バスケ男子決勝
１２
ｃｈ

もう一度みたいというリクエストにお応えし、３月に放送した「もうすぐいちねんせい！」
を下記の日程でアンコール放送します！
5月2日
5月3日
5月4日
5月5日
5月6日
5月7日
5月8日

９：００〜、２０：００〜

１１：００〜、２１：３０〜

岩谷

松ヶ崎・亀田・道川

石沢・中央
西目幼
矢島
小友
子吉
永慶・みどり

笹子・川内
若草幼保・本荘幼
上川大内・下川大内
清徳幼保
内越
ゆり

１２
ｃｈ

☆５／１０（水）

情報ランド「笑売繁盛 ＴＶ版」
ヒミツキチ

アメリカ雑貨 １３（２）ＢＡＳＥ（本荘）
☆５／１０（水）・１２日（金）
市民室
テレビ市民室

固定資産税について
（１１：３０〜・１８：００〜・２２：００〜）

☆５／２５（木）
情報
少
」
情報ランド「スポ少Ｇｏ！Ｇｏ！」

新山グリッターズ
野球スポーツ少年団

コミュニティチャンネル番組表
時

月

火・水・木・金

5
6
7

お天気カメラ映像

情報ランド
Weekly

6:30〜情報ランド（再④）
インフォメーション

情報ランド
Weekly

インフォメーション

7:30〜情報ランド（再⑤）

インフォメーション

8：00〜ＱＶＣ

12
13

9：30〜チャンネル700
インフォメーション

10:00〜 情報ランド（再⑥）
11:00〜 企画・特別番組②

インフォメーション（お知らせ・求人情報・市内の統計・etc）
お天気カメラ映像

13：30〜チャンネル700

15

ショップチャンネル（月・水・金）
/ＱＶＣ（火・木）

18
19
20
21
22
23
24

二組の夫婦のマリッジライフと四者
四様に揺れる恋愛模様を、予測不
能な展開で繰り広げていく。それぞ
れがそれぞれのやり方で大切なも
のを守ろうとする姿に、人間の狡さ
や弱さが描かれる大人のいびつな
ラブストーリー。

インフォメーション（お知らせ・求人情報・市内の統計・etc）
チャンネル700

17

情報ランド
Weekly

12:30〜 情報ランド（再⑦）

14
16

インフォメーション

10:30〜チャンネル700

情報ランド
Weekly

火曜ドラマ

『あなたのことはそれほど』
毎週火曜 午後10：00〜10:54
出演：波瑠 東出昌大 ほか

9:00〜企画・特別番組①

9

11

日

引き続きショップチャンネル/ＱＶＣ

8

10

土

ＱＶＣ ショップチャンネル

チャンネル700
インフォメーション（お知らせ・求人情報・市内の統計・etc）

18:30〜情報ランド（初回）
インフォメーション

19:30〜情報ランド（再①）

18:30〜
情報ランドWeekly
インフォメーション

20:00〜 企画・特別番組①
20:30〜チャンネル700

21:00〜情報ランド（再②）

インフォメーション

21:30〜 企画・特別番組②
インフォメーション（お知らせ・求人情報・市内の統計・etc）

22:30〜情報ランド（再③）
ショップチャンネル（月・水・金）
/ＱＶＣ（火・木）

22:30〜
情報ランドWeekly
23:30〜チャンネル700
ＱＶＣ ショップチャンネル

＊企画・特別番組は、時間を延長して放送する場合があります。

『所さんお届けモノです！』
毎週日曜 午後５：00〜５:30
出演：所ジョージ

「所さん、お届けモノです！」と、最
新宅配ＢＯＸロボット「ハコロボ・タ
ナカ」から様々な箱が所ジョージの
元へ届く。「所さんにぜひ見てほし
い！」というアツい思いを持つ送り
主から届けられた箱の中には「誰
かのため」「何かのため」になる世
の中をよくする「モノ」が入っている。
その箱の中身である「モノ」にまつ
わる情報や、想いを紹介する。

＊自主制作番組終了後には、インフォメーション（各種お知らせ）をお送りします。
＊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 『小さな巨人』

毎週日曜 午後９：00〜９:54
出演：長谷川博己 岡田将生 ほか

警視庁ノンキャリ最高峰・捜査一課長を目指している刑事・香坂真一郎。
取り調べの際にひとつのミスを犯してしまい、左遷させられてやってきた所
轄には、小さな事件でも不器用ながら己の正義を信じ事件に挑む同僚た
ちがいた。その姿を目にした時、香坂は刑事としての使命・本当の正義に
悩みつつも、自分の“正義”を信じ、“悪”と対峙していくことになる。

今月の企画・特別番組
５月２日(火)〜５月８日(月)の番組
○放送時間

①９：００、２０：００〜

② １１：００〜、２１：３０〜

３月に放送された人気企画「もうすぐいちねんせ
い！」。もう一度見たいというリクエストにお応え
しアンコール放送します。詳しい放送日程は１ペー
ジをご確認ください。

９日(火)〜１５日(月)の番組
○放送時間 ９：００〜、２０：００〜

○放送時間 １１：００〜、２１：３０〜

全国の各ＣＡＴＶ局おす
すめの名産品やスポットを
お送りする番組。前回に引
き続き、静岡県伊東市でグ
ルメやアトラクションなど
を満喫します。

憧れの理系の仕事や意
外な職種で働く人たちの
活躍ぶりと素顔を紹介す
る番組。今回は、「地球
生物学者」を紹介します。
提供：サイエンスチャンネル

制作：ジャパンケーブルキャスト

１６日(火)〜２２日(月)の番組
○放送時間 ９：００〜、２０：００〜

○放送時間 １１：００〜、２１：３０〜

３月に行われた歴史講
演会の模様をお送りしま
す。講演では、専門家が
市内に伝わる甲冑やその
歴史について解説を行い
ました。

科学技術を利用し野生
動物の保護を行う人々を
紹介する番組。今回は、
サイを保護するケニアの
専門チームを紹介します。
提供：サイエンスチャンネル

２３日(火)〜２９日(月)の番組
○放送時間 ９：００〜、２０：００〜

○放送時間 １１：００〜、２１：３０〜

日本の伝統工芸品に見
られる豊かな色彩と、そ
れを生み出す職人たちの
技や知恵を紹介する番組。
今回は、象の牙を材料に
生まれる工芸品「江戸象
牙」に迫ります。

日本三大奇祭のひとつ
“なまはげ柴灯まつり”。
番組では、まつりの様子の
イメージ画像
ほか、“なまはげ”の由来
や大晦日に家々を訪問する
様子などを紹介します。
制作：秋田ケーブルテレビ

提供：サイエンスチャンネル

３０日(火)〜６月５日(月)の番組
○放送時間 ９：００〜、２０：００〜

日常生活が困難となった
時に必要となる「リハビ
リ」を学ぶシリーズ。今
回は、手の機能回復や日
常生活活動の回復を援助
する作業療法（OT）を
紹介します。
協力：由利本荘医師会

○放送時間 １１：００〜、２１：３０〜

市文化交流館カダーレか
ら、市内各地域の情報やカ
ダーレのイベント案内など
をバラエティータッチでお
送りする番組です。
制作：カダーレ
自主事業実行委員会

●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２９年４月２０日現在のものです。

ＣＡＴＶ新規加入費用
○加入金 ３０，８６０円（消費税込み/一括か分割納入）
※保安器から既存のテレビ配線に接続する工事は、 お近く
の 電気店に直接依頼してください。（実費）
※伝送路の整備状況等の影響で、お申し込みから引き込みま
でにお時間をいただく場合があります。加入や移設をされる
際は、余裕を持ってお申し込みください。

※TBS系列も視聴できます。

12ch

（１２１）

（１２２）

1ch

2ch

4ch

5ch

6ch

8ch

（０１１）

（０2１）

（０4１）

（０5１）

（０6１）

（０8１）

市からの一斉放送、町内会放送、全国瞬時警報を送信。
市ケーブルテレビ加入者同士は通話が無料。

加入金
5,140円
（消費税込み）

6Mbps
サービス
20Mbps
サービス
※200Mbps
サービス

月額2,780円
（消費税込み）

月額2,780円
（消費税込み）

月額3,810円

ＳＴＢ（セットトップボックス）

（消費税込み）

月額4,540円
（消費税込み）

※専用ケーブルモデムの設置が必要（実費）となりま
す。２００Ｍｂｐｓをお申し込みの際は、お使いの機器や
ＬＡＮケーブル等が２００Ｍｂｐｓ対応かをご確認ください。

デジタルWOWOW
(3chセット)
スター・チャンネル
(3chセット)
民放BSデジタル
(7ch)
NHKBSデジタル
(2ch)

デジタルセット

衛星劇場

月額1,750円

東映チャンネル

月額1,620円

J sports ４

月額1,404円

グリーンチャンネル

月額1,296円

（消費税込み）

（消費税込み）

月額2,484円
（消費税込み）

月額2,484円

（消費税込み）

（消費税込み）

無料
受信料別途

専用端末機は無償でお
貸ししています。新規
加入の際は設置工事も
無料です。

(2chセット)

（消費税込み）

専用ＩＰ電話機から一般固定電話などに通話可能。
※月額基本料金 378 円（消費税込み）でオトクです！

ＳＴＢは市からの購入とな
ります。ＳＴＢ１台でテレビ
１台の視聴となりますので
ご注意ください。
★お得情報
ＳＴＢでＮＨＫ衛星放送
を視聴する場合、団体一
括支払の利用で、衛星契
約（地上契約含む）の受
信料が年間で最大２，４０
０円割引になります。
★注意!!
テレビ内蔵ＢＳ・ＣＳ
チューナーを利用する場
合は、パラボラアンテナ
の設置が必要です。

ケーブルテレビサービス利用料の納入について
利用料金等の口座引落日は、月額１，３４０円（消費税込み）の基本料金が毎月２７日、インターネッ
ト・有料放送等が毎月２８日です。残高不足とならないよう、引落通帳のご確認をお願いします。

５カ月以上未納になりますと、有線テレビおよび各種ご利用サービスを停止させていた
だきますのでご注意ください。
※お問い合わせは・・・
○月曜〜金曜（祝日は除く） 8:30〜17:15
由利本荘市ＣＡＴＶセンター：℡ 65‐3722 (IP 865‐3722)
メール： catv@city.yurihonjo.lg.jp
お申し込みは、市役所広報課・各総合支所振興課でも受付します。

○夜間、土日
祝日
○夜間、土日・祝日
市役所当直： ℡ 24‐3321
※受付時間 夜間
17:15〜19:00
土・日・祝 9:00〜17:00

