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三河湾ネットワーク株式会社   〒443-0041 蒲郡市宮成町3番10  TEL（0533）69-7767  HP  http://www.sky1.co.jp※番組内容は変更することがございます。詳しくはHPをご覧下さい。

スタッフみんなで
更新中！

番組では紹介できなかった取材の裏話やオモシロネタも！

三河湾ネットワーク取材日記 検索
取材
日記

蒲郡ボートレース中継（14：50～） ★ 蒲郡ボートレース中継はデジアナ6ch、地上
デジタル122chでご視聴いただけます。

9/5・6・7・8・9   サッポロビール杯争奪
 第14回蒲郡ムーンライトレース
9/16・17・18・19・20・21 蒲郡巧者集結！ テレボートカップ・JLC杯
9/26・27・28・29 マンスリーBOATRACE杯

1日月～5日金 6日土～12日金 13日土～19日金 20日土～26日金 27日土～30日火
5 00 QVC（テレビショッピング）

※デジアナはショップチャンネル6
7 ※5金　00 第6回蒲郡市青少年国際交流音楽祭

00 燃えドラ！スタジアム・
00 燃えドラ！スタジアム・ ※14日・19金　00 蒲郡市制60周年記念事業「蒲っこフェス」

00 燃えドラ！スタジアム・
00 燃えドラ！スタジアム・ 00 燃えドラ！スタジアム・

8
00 遊・YOU・東海道
30 ぐるぐるぐるめらんど
45 見ドコロ・　55 ピカットくん

00 遊・YOU・東海道・
30 Cちゃんのぐるめポケット・
45 見ドコロ　55 ピカットくん・

00 恋舞妓の京　都慕情35・
30 ぐるぐるぐるめらんど・
45 見ドコロ・　55 ピカットくん・

00 匠～職人のわざと心～・
15 花＊花ライフ・　30 旬食まんたん・
45 見ドコロ　55 ピカットくん・

00 恋舞妓の京都事情36・
30 大好きグルメ街道・
45 見ドコロ　55 ピカットくん・

9
00 テレビ回覧板WEEKLY
15 幸田町長に聞く
30 この人に密着　45 いきものてれび

00 テレビ回覧板WEEKLY・
15 店ばな工房・　30 もう一度、あ
かりを～ヨソ者たちが守りたい家～・

00 テレビ回覧板WEEKLY・
15 検索・ステキ企業・
30 マイ Home Town・

00 テレビ回覧板WEEKLY・
15 蒲郡の記憶・
30 マイ Home Town

00 テレビ回覧板WEEKLY・
15 ピューピル～幸田町立北部中学校～・
30 この人に密着・　45 いきものてれび・

10
※1月　00 第6回蒲郡市青少年国際交流音楽祭
00 食遊彩々
30 日本酒ソムリエと行く岩国酒蔵探訪②
45 Cちゃんのぐるめポケット

※6土　00 第6回蒲郡市青少年国際交流音楽祭
00 ディズニーチャンネル・
30 もっと！水の惑星紀行・
45 下呂へGO！・

※15月　00 蒲郡市制60周年記念事業「蒲っこフェス」
00 遊・YOU・東海道
30 何事じゃ！・
45 ぶらり知多半島・

※20土　00 蒲郡市制60周年記念事業「蒲っこフェス」
00 鉄ぶら・
30 グランパスSTUDIUM！・

00 鉄ぶら・
00 食遊彩々・

11 00 QVC（テレビショッピング）　※デジアナは文字放送

12
00 テレビ回覧板WEEKLY
15 ピューピル～蒲郡市立西浦小学校～
30 幸田町長に聞く
45 ピカットくん　50 見ドコロガイド

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 幸田町長に聞く
30 店ばな工房
45 ピカットくん　50 見ドコロガイド

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 店ばな工房
30 検索・ステキ企業
45 ピカットくん　50 見ドコロガイド

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 検索・ステキ企業
30 蒲郡の記憶
45 ピカットくん　50 見ドコロガイド

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 蒲郡の記憶
30 ピューピル～幸田町立北部中学校～
45 ピカットくん　50 見ドコロガイド

13 00 文字放送 00 文字放送
※（土日）13:00～14:15テレビ回覧板総集編

15 文字放送
※（土日）13:00～14:15テレビ回覧板総集編

15 文字放送
※（土日）13:00～14:15テレビ回覧板総集編

15 文字放送
※（土日）13:00～14:15テレビ回覧板総集編

14 ※2火　00 第6回蒲郡市青少年国際交流音楽祭
00 燃えドラ！スタジアム

00 燃えドラ！スタジアム ※16火　00 蒲郡市制60周年記念事業「蒲っこフェス」
00 燃えドラ！スタジアム

00 燃えドラ！スタジアム 00 燃えドラ！スタジアム

15 00 テレビ回覧板　15 ピカットくん
20 見ドコロガイド　30 インフォメーション

00 テレビ回覧板　15 ピカットくん
20 見ドコロガイド　30 インフォメーション

00 テレビ回覧板　15 ピカットくん
20 見ドコロガイド　30 インフォメーション

00 テレビ回覧板　15 ピカットくん
20 見ドコロガイド　30 インフォメーション

00 テレビ回覧板　15 ピカットくん
20 見ドコロガイド　30 インフォメーション

16 ※3水　00 第6回蒲郡市青少年国際交流音楽祭
00 海外アニメ・　30 文字放送

00 海外アニメ・　30 「エンジョイ！
せともの祭」・　40 文字放送

※17水　00 蒲郡市制60周年記念事業「蒲っこフェス」
00 海外アニメ・　30 文字放送

00 海外アニメ・
30 文字放送

00 海外アニメ・
30 文字放送

17
00 テレビ回覧板　15 おかやま昔話
30 見ドコロ　40 ピカットくん
45 インフォメーション

00 テレビ回覧板　15 おかやま昔話・
30 見ドコロ　40 ピカットくん
45 インフォメーション

00 テレビ回覧板　15 おかやま昔話・
30 見ドコロ　40 ピカットくん
45 インフォメーション

00 テレビ回覧板　15 おかやま昔話・
30 見ドコロ　40 ピカットくん
45 インフォメーション

00 テレビ回覧板　15 おかやま昔話・
30 見ドコロ　40 ピカットくん
45 インフォメーション

18
00 ピューピル～蒲郡市立西浦小学校～
15 ぐるぐるぐるめらんど
30 食遊彩々

00 幸田町長に聞く
15 Cちゃんのぐるめポケット
30 ディズニーチャンネル

00 店ばな工房
15 ぐるぐるぐるめらんど
30 遊・YOU・東海道

00 検索・ステキ企業
15 旬食まんたん
30 鉄ぶら

00 蒲郡の記憶
15 大好きグルメ街道
30 鉄ぶら

19
00 テレビ回覧板WEEKLY
15 幸田町長に聞く
30 この人に密着　45 いきものてれび

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 店ばな工房　30 もう一度、あか
りを～ヨソ者たちが守りたい家～

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 検索・ステキ企業
30 マイ Home Town

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 蒲郡の記憶
30 マイ Home Town

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 ピューピル～幸田町立北部中学校～
30 この人に密着　45 いきものてれび

20
※4木　00 第6回蒲郡市青少年国際交流音楽祭
00 遊・YOU・東海道
30 日本酒ソムリエと行く岩国酒蔵探訪②
45 Cちゃんのぐるめポケット

00 遊・YOU・東海道
30 もっと！水の惑星紀行
45 下呂へGO！

※13土・18木　00 蒲郡市制60周年記
念事業「蒲っこフェス」・
00 恋舞妓の京都慕情35
30 何事じゃ！　45 ぶらり知多半島

00 匠～職人のわざと心～
15 ようこそ花＊花ライフ
30 グランパスSTUDIUM！

00 恋舞妓の京都慕情36
30 食遊彩々

21
※1月・2火・3水・5金
00 SPACE SHOWER TV MUSIC 
VIDEO SELECTION・
30 文字情報

00 SPACE SHOWER TV MUSIC 
VIDEO SELECTION
30 「エンジョイ！せともの祭」
40 文字情報

00 辻調の楽しい食卓～なすの
煮物と炊込みご飯・
30 文字情報

※20土～22月
00 郷土料理が呼ぶ二泊三日女二人旅・
※23火～26金
00 吉村作治エジプト博物館Ⅶ第11章・
30 文字放送

00 吉村作治エジプト博物館Ⅶ第
11章・
30 文字放送

22
00 テレビ回覧板WEEKLY
00 ピューピル～蒲郡市立西浦小学校～
30 この人に密着　45 いきものてれび

※7日　00 第6回蒲郡市青少年国際交流音楽祭
00 テレビ回覧板　15 幸田町長に聞く
30 もう一度、あかりを～ヨソ者たちが守りたい家～

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 店ばな工房
30 マイ Home Town

※21日　00 蒲郡市制60周年記念事業「蒲っこフェス」
00 テレビ回覧板　15 検索・ステキ企業
30 マイ Home Town

00 テレビ回覧板WEEKLY
15 蒲郡の記憶　30 この人に密着
45 いきものてれび

23 00 QVC（テレビショッピング）　※デジアナはショップチャンネル　　　※（土日）23：00～　ファッションチャンネル

24-29 00 QVC（テレビショッピング）　※デジアナはショップチャンネル
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ケーブルテレビ番組表
三河湾ネットワーク株式会社　お問い合わせ 　　 0120-794934（受付時間  AM9:00 ～ PM6:00）

デジアナ 6ch でご視聴の方は蒲郡ボートレース開催時のみ蒲郡ボートレースの放送となります。■■■■■は三河湾ネットワーク制作の番組です。・が付いている番組は土曜日が初回放送です。

地上デジタル12ch　デジアナ 6ch

ご加入希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。身近な情報もお待ちしています。

今月のおすすめ番組今月のピックUPチャンネル

『店ばな工房』（15分）
放送期間　9月6日（土）～19日（金）
今月のテーマは「麺」。蒲郡や幸田の美味しい麺が食べられるお店を紹介します。
残暑厳しいこの季節、とっておきの麺でつるっと元気に過ごしてみてはいかがで
すか？番組の最後には嬉しい視聴者プレゼントもありますよ！
放送時間 第1週　9：15～、12：30～、19：15～
　　　　　第2週　12：15～、18：00～、22：15～
『この人に密着』（15分）
放送期間　9月27日（土）～10月10日（金）
今回はどんぐり鉄道の水谷正道さんに密着します。
水谷さんは保育園やイベント会場に手作りの鉄道を走らせこども達
に鉄道のおもしろさやものづくりの楽しさ
を伝えています。忠実に再現されたミニ列車がレールを走る様子も
お楽しみに。
放送時間 第1週　9：30～、19：30～、22：30～

特別番組『蒲っこフェス』
放送期間　9月13日（土）～9月21日（日）
今回が初開催となる蒲郡市民会館で9月7日に行われた
蒲っこフェスの模様をお届けします。蒲っこフェスは子ども
たちの手による子どもたちのイベントです。
ダンスを中心とした華やかなステージをお楽しみに！
放送時間 ・9/13㈯、9/18㈭  20：00～
 ・9/14㈰、9/19㈮  7：00～
 ・9/15㈪、9/20㈯  10：00～
 ・9/16㈫  14：00～
 ・9/17㈬ 16：00～
 ・9/21㈰  22：00～


