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コミュニティ   地域のニュース、イベントなど情報を発信！地上

12
(121)

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン
TEL（0263）35-1008
〒390-0221 松本市里山辺3044-1

特別番組表

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、番組が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
　最新の情報はテレビまたはデジタルチューナの電子番組表にてご確認いただきますようお願いいたします。

VC長野トライデンツのホームゲームを、山梨県甲府市にある小瀬スポーツ公園体育館より生
中継でお届けします！   　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作／一般社団法人 長野県ケーブルテレビ協議会

19日㈯ 後1：50～　 　　 後8：00～
20日㈰ 後0：50～　  　　後8：00～

2021-2022 V.LEAGUE
DIVISION1 MEN
VC長野トライデンツ
　vs
堺ブレイザーズ

生
中
継
番
組

特
別
番
組

高校生バンドによる軽音楽コンテスト「Power L ive 2021KF」が2021年11月26・27
日の2日間 小諸市文化センターで行われ、県内37校37バンドが参加し熱い演奏を繰り広
げました。生徒たちは入賞を目指して日頃の練習の成果を発揮し、ポップス・ロックなどのコ
ピー曲やオリジナル曲をホールいっぱいに響かせました。

松本市議会・塩尻市議会の各常任委員会から、定例会での審議内容や結果、議会活動の状況
などについて報告します。

小学生・中学生の個性と創造性豊かな作品の数々を、審査
会と表彰式の模様と合わせてご紹介します。作品展は2
月2日㈬から6日㈰まで、イオンモール松本（風庭2F・イ
オンホール）にて開催。入場無料。ぜひご来場ください。

2021年12月19日 長野県立武道館（佐久市）にて行われた、ジュニアからシニアまでのチ
アリーディング・ダンス競技会の甲信越大会全競技の模様をお届けします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制作／佐久ケーブルテレビ

2020・2021年は、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により残念ながら2年連続
で中止となってしまった本大会。今年は待ち
に待った3年ぶりの開催となります。
県内でも最大級の卓球大会である本大
会。優勝目指して熱戦が繰り広げられま
す。競技種目は、カデット以下から一般ま
で全11カテゴリー。子どもから大人まで、
一球にかける真剣勝負をお楽しみに！
　　　　　　　　（2月5・6日 開催予定）

Power Live 2021 KF
第17回 長野県高等学校文化連盟
軽音楽専門部 県フェスティバル

松本市議会委員会レポート

塩尻市議会委員会レポート

第23回 テレビ松本 小・中学生立体アート作品展

第10回 チアリーディング・ダンス 甲信越大会
USA Regionals 2022

第33回 テレビ松本カップ 卓球選手権大会

Part 1 ： 6日㈰ 前9：00～・後7：00～
Part 2 ： 6日㈰ 後2：00～・後9：00～

11日㈮㈷ 前9：00～・後2：00～・後7：00～

11日㈮㈷ 前10：00～・後3：00～・後8：00～

6日㈰ 前11：00～・後1：00～・後6：00～

23日㈬㈷ 前9：00～・後2：00～

27日㈰ 前9：00～・後2：00～・後7：00～

6（日） 11（金・祝）

6 00防災・交通情報 /30なんでも情報掲示板 /45JA松本ハイランド情報

7 00 防災・交通 /10 ローカル /15 掲示板 /25 空人/30 JA情報 /45 信州健康

8 00ゴーゴー！のりものタウン /30 防災・交通情報 /55 空人

9
00Power L ive 2021KF

Par t 1
第17回
長野県高等学校文化連盟
軽音楽専門部
県フェスティバル

00松本市議会
委員会レポート

10
00塩尻市議会

委員会レポート
50防災・交通情報

11
00小・中学生立体アート作品展 00防災・交通情報

30みんなのラーメン 30 テレビ松本Nトピ /55ハピネス

0
00 JA情報 /15 情報掲示板 00 JA情報 /15 情報掲示板

30まるごと信州情報ネット 30ショップチャンネル

1
00小・中学生立体アート作品展 00インフォメーション

30ガラぽんで行く！ 30 ガラぽんで行く！

2
00Power L ive 2021KF

Par t 2

第17回
長野県高等学校文化連盟
軽音楽専門部
県フェスティバル

00松本市議会
委員会レポート

3
00塩尻市議会

委員会レポート

4
00防災・交通情報 00ショップチャンネル

5
00掲示板 /10 ローカル /15SAM 00テレビ松本Nトピ /25 空人

30朝日村週刊ニュース 30 防災・交通/45 SAM /55 ハピネス

6
00小・中学生立体アート作品展 00テレビ松本Nトピ /25 掲示板

30ガラぽんで行く！ 30 JAグリーンタイム /45 掲示板

7
00Power L ive 2021KF

Par t 1
第17回
長野県高等学校文化連盟
軽音楽専門部
県フェスティバル

00松本市議会
委員会レポート

8
00塩尻市議会

委員会レポート
50防災・交通情報

9
00Power L ive 2021KF

Par t 2

第17回
長野県高等学校文化連盟
軽音楽専門部
県フェスティバル

00辰巳琢郎の日本ワイン百景

30広報松本 /45 広報塩尻

10
00テレビ松本Nトピ /25 掲示板

30 JAグリーンタイム /45SAM

11
00防災・交通情報 /25ガレージ 00テレビ松本Nトピ /25 掲示板

30 JA情報 /45 情報掲示板 30 JA情報 /45 情報掲示板
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■テレビ松本ケーブルビジョン 制作部広告課■

 2 月

13（日） 19（土） 20（日） 23（水・祝） 27日（日）

6 00防災・交通情報 /30なんでも情報掲示板 /45JA松本ハイランド情報 6

7 00防災・交通情報 /10 ローカルワイド /15 なんでも情報掲示板 /25 信州空人散歩/30 JA松本ハイランド情報 /45 信州健康リポート 7

8 00ゴーゴー！のりものタウン /30 防災・交通情報 /55 信州空人散歩 8

9
00第47回 長野県

アンサンブルコンテスト
高等学校部門
中信地区大会

00アルプスNN /25 掲示板 00講演会
「奈川の歴史と文化」
主催／
未来の子ども達のために
魅力ある松本にする会

00第10回
チアリーディング・ダンス
甲信越大会
USA Regionals 2022

00第33回
テレビ松本カップ
卓球選手権大会

YOUMEX ARENA

（2月5・6日 開催予定）

9
30ポリス情報110 番 /45 掲示板

10
00アルプスNN /25 掲示板

10
30 テレビ松本Nトピ /55ガレージ 30 テレビ松本Nトピ /55ガレージ 45防災・交通情報

11
00ガラぽんで行く！ 00ゴーゴー！のりものタウン 00ガラぽんで行く！ 00まつもとクイズ

松本城下町の
古絵図片手にまち歩き

11
30みんなのラーメン 30みんなのラーメン 30みんなのラーメン

0
00 JA情報 /15 情報掲示板 00 JA情報 /15 情報掲示板 00 JA情報 /15 情報掲示板 00 JA情報 /15 情報掲示板 00 JA情報 /15 情報掲示板

0
30まるごと信州情報ネット 30まるごと信州情報ネット 50生中継

2021-2022
V.LEAGUE
DIVISION1 MEN

VC長野トライデンツ
vs
堺ブレイザーズ

小瀬スポーツ公園体育館

30ショップチャンネル 30まるごと信州情報ネット

1
00第47回 長野県

アンサンブルコンテスト
高等学校部門
中信地区大会

00辰巳琢郎の日本ワイン百景 00インフォメーション 00テレビ松本Nトピ /25ガレージ
1

50生中継
2021-2022
V.LEAGUE
DIVISION1 MEN

VC長野トライデンツ
vs
堺ブレイザーズ

小瀬スポーツ公園体育館

30国税の窓 30ガラぽんで行く！

2
00第10回

チアリーディング・ダンス
甲信越大会
USA Regionals 2022

00第33回
テレビ松本カップ
卓球選手権大会

YOUMEX ARENA

（2月5・6日 開催予定）

2
30辰巳琢郎の日本ワイン百景

3
00まつもとクイズ

松本城下町の
古絵図片手にまち歩き

3
45防災・交通情報

4
00防災・交通情報 00防災・交通情報 00ショップチャンネル

4

5
00掲示板 /10 ローカル /15SAM 00掲示板 /10 ローカル /15SAM 00掲示板 /10 ローカル /15SAM 00テレビ松本Nトピ /25 空人 00掲示板 /10 ローカル /15SAM

5
30朝日村週刊ニュース 30朝日村週刊ニュース 30朝日村週刊ニュース 30 防災・交通/45 SAM /55 ハピネス 30朝日村週刊ニュース

6
00みんなのラーメン 00テレビ松本Nトピ /25 掲示板 00講演会

「奈川の歴史と文化」
主催／
未来の子ども達のために
魅力ある松本にする会

00テレビ松本Nトピ /25 掲示板 00みんなのラーメン
6

30ガラぽんで行く！ 30ポリス情報110 番 /45 掲示板 30 国税の窓 30ガラぽんで行く！

7
00第47回 長野県

アンサンブルコンテスト
高等学校部門
中信地区大会

00テレビ松本Nトピ /25 掲示板 00御柱祭直前スペシャル！
見て来て体験 諏訪の国

00第33回
テレビ松本カップ
卓球選手権大会

YOUMEX ARENA

（2月5・6日 開催予定）

7
30 FUN T IME /45 桐原冬夜

8
00再放送

2021-2022
V.LEAGUE
DIVISION1 MEN

VC長野トライデンツ
vs
堺ブレイザーズ

00再放送
2021-2022
V.LEAGUE
DIVISION1 MEN

VC長野トライデンツ
vs
堺ブレイザーズ

00長岡花火応援特別番組
花火解説編
～これぞ、長岡花火だ！

8
30辰巳琢郎の日本ワイン百景

9
00まつもとクイズ

松本城下町の
古絵図片手にまち歩き

00辰巳琢郎の日本ワイン百景
9

30広報松本 /45 広報塩尻

10
00みんなのラーメン 00テレビ松本Nトピ /25 掲示板 00みんなのラーメン

10
30ガラぽんで行く！ 30 国税の窓 30ガラぽんで行く！

11
00テレビ松本Nトピ /25ガレージ 00テレビ松本Nトピ /25 掲示板 00テレビ松本Nトピ /25ガレージ 00テレビ松本Nトピ /25ぐるっと 00テレビ松本Nトピ /25ガレージ

11
30 JA情報 /45 情報掲示板 30 JA情報 /45 情報掲示板 30 JA情報 /45 情報掲示板 30 JA情報 /45SAM /55 空人 30 JA情報 /45 情報掲示板



  12――テレビ松本

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、番組が変更
　となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
　最新の情報はテレビまたはデジタルチューナの電子番組
　表にてご確認いただきますようお願いいたします。

月～土 前8：55～・後1：55～ほ
か

松本地域をはじめ県内各地に広がる
Shinshu Sk yPeop le C lub の
会員が、マルチコプターで撮影した空
撮映像を美しい音楽にのせてお送りし
ます。私たちの暮らす地域を空から眺
めて散歩する新鮮な感覚をお楽しみく
ださい！

信州空人散歩月～日 随時放送
松本城を望む美しい風景にのせて、
いろいろな情報をお届けします。

なんでも情報掲示板

情
報

報
道

月～金 前10：25～・前11：55～・後5：55～

月～土 前9：00～・前10：00～・後6：00～・後7：00～・後10：00～ほか

イオンモール松本の専門店や各種イベントの中から、
注目のお店や話題をピックアップ。
行きたいお店に出会える番組。
イオンモール松本のよりすぐり情報をGETしよう！

松本市・塩尻市内を中心に、最新ニュース
をいち早くお届けする地域密着のニュー
ス番組。行政の動き・市民活動やイベン
トなど、街の出来事をわかりやすくお伝
えします。

イオンモール松本 ハピネスタイム

アルプスネットワークニュース

月～土 後8：00～ 土日 後0：30～ほ
か

まるごと信州情報ネット

地域色満載のローカル情報番組！
地域色、郷土色、地域文化に根差したコミュ
ニティの話題を、ケーブルテレビの視点で
皆さんにお届けします。
ケーブルテレビ局のネットワークを使い
北から南までのそれぞれの地域の話題や
情報が満載です。

（県内ケーブルテレビ局14局参加）

広
報
番
組

月～金 前10：30～ほ
か

松本市の行政情報や身近な地域の話題をわかりや
すくお伝えします。季節のイベントや注目の展覧会
など、松本市をもっと楽しめる情報盛りだくさん！

広報まつもと

月～金 前10：45～ほ
か

塩尻市内での生活に欠かせない情報が満載！イベ
ントや行政のことなど、暮らしに役立つテーマをお
伝えします。

広報しおじり

21日㈪～  前9：30～・後1：30～・後6：30～ほ
か

毎回、松本税務署の職員が出演し、税金に関する疑
問や生活に役立つ税の知識などを、わかりやすく解
説します。昭和58年11月から毎月続く、テレビ松
本一番の長寿番組です。

国税の窓

7日㈪～ 前9：30～・後1：30～・後6：30～ほか

ＪＡ松本ハイランドが地元の“旬”をお届けする番組。地域の農業の話題から果
物やワインなどの特産品、直売所、お得なJAの商品まで様々な情報をお茶の
間に届けます。

JAグリーンタイム

14日㈪～ 前9：30～・後1：30～・後6：30～ほか

2月は 「落とし物・拾い物をした時は警察に届出を」
「サーバー空間の脅威に立ち向かう社会全体の意識
向上」 をお送りします。　　　　 協力／松本警察署

ポリス情報110番

松本警察署 交通安全
イメージキャラクター「かもし課長」

キ
ッ
ズ 月～日 前8：00～ほか

みんなが大好き！「のりもの」のことを、のりものタウンに住んでいる「ガシャキ
ンGT」とハピクラの森の妖精「ラッピー」が楽しく紹介する、キッズステーショ
ンのオリジナルのりもの番組！

ゴーゴー！のりものタウン

自
然

火水木金 後9：00～　土 後1：00～
食事に寄り添う繊細な味わいが特徴の日本ワインは、近年益々評価が高まっ
ています。国際的なコンクールでの受賞も増え、ワイナリーの数も350件を
超えました。番組ではそんな日本ワインに命を懸ける全国各地の造り手をゲス
トに招き、その奥深さや魅力に迫ります。ナビゲーターは芸能界屈指のワイン
通で「日本のワインを愛する会」会長・辰巳琢郎、アシスタントはソプラノ歌手・
辰巳真理絵。　　　 　　　　　　　　　  制作／イッツ・コミュニケーションズ

辰巳琢郎の日本ワイン百景

大
河
ド
ラ
マ

すぐれた軍略と統率力で信長・家康を
震撼させ、戦国時代最強の騎馬軍団
を作り上げた武田信玄の生きざまを
描く。　　　制作／ＮＨＫ（1988 年）
  7 日 第 39 回「京の夢」
14日 第40 回「暗闇の鬼」
21日 第41 回「月夜の鏡」
28日 第42回「二重の死」

月曜名作劇場「武田信玄」

©NHK

月 後5：00～・後9：00～　火 前6：00～

行
政

1日㈫・8日㈫・15日㈫・21日㈪ 後 2：00～

18日㈮ 　　　 　　　　　　  　 前10：00～
臥雲義尚松本市長、小口利幸塩尻市長の定例記者会見の模様を生中継でお伝
えします。

松本市長定例記者会見

塩尻市長定例記者会見
後8：00～

後8：00～

国
際
交
流

28日㈪～ 前9：30～・後1：30～・後6：30～ほ
か

日本大好きドミニカ共和国からの留学生エミルセ
さん（松本大学大学院）が、松本平の様々な場所を
訪れ、日本文化を体験レポートします。
松本・日本の魅力を再発見！ぜひご覧ください。

Discover Matsumoto ×

グ
ル
メ

「
か
も
し
れ
な
い

　
　
し
っ
か
り
確
認

　
　
　
　
無
事
故
の
願
い
」

ガレージモータースの久保村社長と元
松本山雅選手の飯尾和也さんが、地域
のがんばっている人を探して街を歩き
ます。
2022年もがんばっている人・お店を紹
介します 。お楽しみに！

土 前10：55～ ・ 後9：55～ ほか

カフェレストガレージ
ホッとひと息 街ある暖話

ト
ー
ク
番
組
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ウィークデー番組表
☆詳しい番組内容はテレビ松本ホームページをチェック！
　　https:/ /www.tvm.ne.jp/https:/ /www.tvm.ne.jp/

月 ～ 金 土

6
00 月水木金土 防災・交通情報 /30  なんでも情報掲示板

火 再放送 月曜名作劇場「武田信玄」 6
45 JA松本ハイランド情報

7 00 防災・交通情報 /10 ローカルワイド /15 情報掲示板 /25 信州空人散歩 /30 JA松本ハイランド情報 /45 信州健康リポート 7
8 00 ゴーゴー！のりものタウン /30 防災・交通情報 /55 信州空人散歩 8

9

00 アルプスネットワークニュース ▽ 天気 / ローカルワイド  ほ　　　　　
　　か       ※7日㈪・12日㈯・14日㈪・21日㈪・24日㈭・28日㈪は テレビ松本ニューストピックス

925 月火水 ぐるっとふるさと信越　木 松本平の寺社巡り　金土 なんでも情報掲示板
30  　7日㈪～ JAグリーンタイム　　　　  14日㈪～ ポリス情報110番　　　　　

21日㈪～ 国税の窓（～10：00） 　　　28日㈪～ Discover Matsumoto　 　   /45  なんでも情報掲示板 /55  信州空人散歩

10
00 アルプスネットワークニュース ▽ 天気 / ローカルワイド  ほ　　　

　　　　か 

1025 イオンモール松本 ハピネスタイム 25 なんでも情報掲示板

30 広報まつもと /45 広報しおじり 30 テレ松Nトピ /55 ガレージ 街ある暖話

11
00 防災・交通情報 00 ゴーゴー！のりものタウン

1130 テレビ松本 ニューストピックス 30 みんなのラーメン

55 イオンモール松本 ハピネスタイム

0
00 JA松本ハイランド情報 /15  なんでも情報掲示板

0
30 ショップチャンネル 30 まるごと信州情報ネット

1
00 インフォメーション 00 辰巳琢郎の日本ワイン百景

130  　7日㈪～ JAグリーンタイム　　　　  14日㈪～ ポリス情報110番　　　　　
21日㈪～ 国税の窓（～ 2：00） 　　  　28日㈪～ Discover Matsumoto　 　   /45  なんでも情報掲示板 /55  信州空人散歩

2 00 防災・交通情報 /30  NAGANO 綺麗  ※1日㈫・8日㈫・15日㈫・21日㈪は（生）松本市長定例記者会見 00 テレ松Nトピ /30 SAM /40 掲示板 2
3 00 ゴーゴー！のりものタウン /30  Discover Matsumoto/45 防災・交通情報 00 テレ松Nトピ /25 ガレージ /30 みんなのラーメン 3
4 00 ショップチャンネル 4

5

00 月 月曜名作劇場「武田信玄」

火水木金テレビ松本 Nトピ  /25 空人 /30 防災・交通情報 /40 ローカルワイド

00 掲示板 /10 ローカル /15 SAM /25 空人

5
30 朝日村週刊ニュース

45 いきいきSAMタイム

55 イオンモール松本 ハピネスタイム

6

00 アルプスネットワークニュース ▽ 天気 / ローカルワイド  ほ　　
　か  

625 月火水 ぐるっとふるさと信越　木 松本平の寺社巡り　金土 なんでも情報掲示板
30  　7日㈪～ JAグリーンタイム　　　　  14日㈪～ ポリス情報110番　　　　　

21日㈪～ 国税の窓（～7：00） 　　  　28日㈪～ Discover Matsumoto　 　   /45  なんでも情報掲示板 /55  信州空人散歩

7
00 アルプスネットワークニュース ▽ 天気 / ローカルワイド  ほ　　

　か  

725 月火水 ぐるっとふるさと信越　木 松本平の寺社巡り　金土 なんでも情報掲示板

30 月火水 信州健康リポート /45  Discover Matsumoto　木金土 ファファ FUN TIME /45  桐原冬夜の生録大自然の旅4

8
00 まるごと信州情報ネット ～長野県CATVが伝える地域の話題～

8
30 月火水 伊那ケーブル ウィークリーNダイジェスト  木金 テレ松ニューストピックス 30 みんなのラーメン

9
00 月 再放送「武田信玄」 /45  信州健康リポート

火水木金辰巳琢郎の日本ワイン百景 /30 広報まつもと /45 広報しおじり 

00 ガラぽんで行く！エリア1周の旅
9

30 テレ松Nトピ /55 ガレージ 街ある暖話

10

00 アルプスネットワークニュース ▽ 天気 / ローカルワイド  ほ　　
　か  

1025 月火水 ぐるっとふるさと信越　木 松本平の寺社巡り　金土 なんでも情報掲示板
30  　7日㈪～ JAグリーンタイム　　　　  14日㈪～ ポリス情報110番　　　　　

21日㈪～ 国税の窓（～10：00） 　　   28日㈪～ Discover Matsumoto　 　   /45  いきいきSAMタイム /55  信州空人散歩

11
00 アルプスネットワークニュース ▽ 天気 / ローカルワイド  ほ　　

　か  

1125 月火水 ぐるっとふるさと信越　木 松本平の寺社巡り　金土 なんでも情報掲示板

30 JA松本ハイランド情報 /45 月火水 いきいきSAMタイム /55 信州空人散歩　木金土 なんでも情報掲示板

 2 月

※1日㈫・8日㈫・15日㈫・21日㈪は（再）松本市長定例記者会見
※18日㈮は（再）塩尻市長定例記者会見

※7日㈪・12日㈯・14日㈪・21日㈪・24日㈭・28日㈪は テレビ松本ニューストピックス
※18日㈮は（生）塩尻市長定例記者会見
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例えば気象情報を見る場合…例えば気象情報を見る場合…

①
②

①
②

▲▼◀▶ボタンで 天気の表示 を選ぶ。
決定ボタンを押す。
▲▼◀▶ボタンで 天気の表示 を選ぶ。
決定ボタンを押す。
▲▼◀▶ボタンで 天気の表示 を選ぶ。
決定ボタンを押す。

地上11chにチャンネルを合わせて、お住まいの地域の郵便番号を登録するだけ！
地域に合わせた気象・交通情報、休日当番医やゴミ出しカレンダーなど、
ケーブルテレビならではの『生活に役立つ便利な情報』がいつでも受け取れます！

地上11chにチャンネルを合わせて、お住まいの地域の郵便番号を登録するだけ！
地域に合わせた気象・交通情報、休日当番医やゴミ出しカレンダーなど、
ケーブルテレビならではの『生活に役立つ便利な情報』がいつでも受け取れます！

天気予報・週間天気・台風情報・気象警報・
地震情報・土砂災害・河川洪水の中から
知りたい情報を選んでチェック！

天気予報・週間天気・台風情報・気象警報・
地震情報・土砂災害・河川洪水の中から
知りたい情報を選んでチェック！

ch  テレビ松本 111（第 2 自主放送）

コミュニティ   地域情報満載のデータ放送も魅力！ 地上
11
  （111）

地上11chでは、地域に密着した生活お役立ち情報を、データ放送でお届けしています。
放送番組を全画面でご覧になりたい場合は、リモコンの「ｄ」ボタンを押して切り替えてください。

◆お問い合わせ／テレビ松本ケーブルビジョン
TEL0263 (35)1008 
〒390-0221 長野県松本市里山辺3044-1
 https://www.tvm.ne.jp/

※都合により、番組が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。最新の情報はテレビまたはデジタルチューナの電子番組表にてご確認ください。

月 ～ 金 土 ・ 日
6 00 防災・交通情報 6
7 00 なんでも情報掲示板 /20  信州空人散歩 /25  防災・交通情報 /30  ディズニーチャンネル 7
8 00 防災・交通情報 8

9
00 松本市制作番組 00 まるごと信州情報ネット

9
30 塩尻市制作番組 30 ディズニーチャンネル

10 00 テレビ松本 ニューストピックス /30  防災・交通情報　 10

11
00 インフォメーション①

11
30 インフォメーション②

0
00 松本市制作番組 00 テレビ松本 ニューストピックス

0
30 塩尻市制作番組 30 ディズニーチャンネル

1
00 インフォメーション③

1
30 防災・交通情報

2
00 テレビ松本 ニューストピックス

2
30 インフォメーション④

3
00 桐原冬夜の生録大自然の旅4 /15  ファファFUN TIME 00 ディズニーチャンネル

3
30 みんなのラーメン

4 00 QVCジャパン 4

5
00 まるごと信州情報ネット ～長野県CATVが伝える地域の話題～

5
30 インフォメーション⑤

6 00 テレビ松本 ニューストピックス /30  JA松本ハイランド情報 /45 信州空人散歩 6
7 00 インフォメーション⑥ /30  防災・交通情報 7
8 8

9
00 塩尻市制作番組 00 テレビ松本 ニューストピックス

9
30 松本市制作番組 30 まるごと信州情報ネット

10 00 桐原冬夜の生録大自然の旅4  /15  ファファFUN TIME /30  みんなのラーメン 10
11 00 防災・交通情報 11
0 00 ショップチャンネル 0


