


チャンネル長良川 おすすめ番組 2015 6

長良川情報局土曜更新
（45分）

（毎日）7：00、13：00 （火）～（日）23：0012ch

都合により、番組の内容、日時が変更あるいは放送が中止されることが
あります。あらかじめご了承ください。最新情報はＥＰＧ（電子番組表）
もしくは番組ホームページでご案内します。

チャンネル長良川では、皆さまからの情報提供や番組へのお
たより・ご感想をお待ちしています。お気軽にお寄せください。

エリアトピックス平日毎日更新
（15分）

（月）～（金）6：45、11：45、20：4512ch

エリアトピックス総集編土日放送
（60分）

（土）（日）8：00、12：00、18：0012ch

チャンネル
長良川の
ＨＰはこちら

ぎふの旬な話題をお届けす
る情報バラエティー番組。
オススメのお店や人気ス
ポット、活躍している人など
を紹介しています。視聴者
参加型コーナーもあり、あ
なたの知り合いが出演して
いるかも！？じもと愛満載の４
５分間、お楽しみください！

地域のお祭りやイベントをはじめ、展示会や学校行事など地域
の話題を毎日お届けするニュース番組です。皆様の情報提供
もお待ちしています！

月２回更新
（120分） ＣＣＮスペシャル （土）16：00 （日）10：00 （水）14：00

ちびっこぱぁく1日更新
（15分）

（日）17：3012ch

シーシーエヌエリア内の幼
稚園・保育園に通う元気な
ちびっこを紹介する番組。
子どもたちが楽しく遊ぶ様
子や給食の様子を番組ナ
ビゲーターのぶぅびーが紹
介します。
今月の紹介園……岐南さくら南保育園（岐南町）

生活筋力体操の時間1日更新
（15分）

（月）～（金）6：0012ch

外国人と日本人のイ
ンストラクター2人が
家庭で気軽にできる
エクササイズを紹介
します。

学校☆天国16日更新
（15分）

（月）18：0012ch

シーシーエヌエリア内にあ
る学校を紹介する１５分番
組。その学校に通う児童・
生徒自らが、自分たちの学
校の魅力を伝えます。

6月1日～15日…岐阜市立芥見小学校
6月16日～30日…関市立上之保中学校

… 新番組 … 生放送新 生 … 特別番組特

（火）21：00、（日）0：00  （120分）12ch

「エリアトピックス」で1週間取り上げた話題を一挙にまとめてお届けします。

５月６日ＪＲ岐阜駅前 信長ゆめ広場にて開催された模様をお送りします。史上初めてとなる5歳～98歳のアイドルユニット「みりおん」のデビュース
テージや「学生１００万円企画プレゼン」「１００人ファッションショー」など多彩なイベントが盛りだくさん。アイドルユニット「みりおん」はオーディショ
ンの模様からデビューまでのドキュメントでお送りします。司会は元岐阜美少女図鑑モデル　ドーキンズ英理奈さん。

岐阜美少女図鑑が岐阜の女性の「キレイ」を応援する スペシャルプロジェクト

「ギガフェス」GIFU GIRLS FESTIVAL

ようこそ花＊花ライフ1日更新
（15分）

（土）6：45 （月）10：3012ch

初心者から本格派まで楽
しめるガーデニング番組
です。今月の放送はハー
ブの楽しみかたを中心に、
草花に関する情報盛りだ
くさん！

ジモテンリターンズ1日更新
（30分）

（金）11:0012ch

長良川情報局の人気
コーナー、じもとの
お店を紹介する「ジモ
テン！」をギュギュッと
まとめて放送します。

囲碁将棋チャンネル毎週更新
（30、60分）

（木）11：0012ch

＜囲碁＞
・ゼロからスタート！
　囲碁入門
・記憶の一局
＜将棋＞
・将棋講座「明日か
　ら使える右四間
　飛車」
・注目の一局

全日本大学野球選手権ナビ201530分

4日（木）14：30  7日（日）16：3012ch

今回で64回目を迎える大学日本一を決める大会。大学日本一に向けた戦いとと
もに、未来のスター選手を発掘するという見方もできる野球好きなら見逃せない！

ラグビーワールドカップ201530分

11日～28日  （木）14：30、（日）16：3012ch

9月18日に開幕するラグビーワールドカップ2015を前
に、試合をより楽しむための情報をお届けします。

June

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®でTKO1日更新
（30分）

（火）20:0012ch

ワールドクラスのエンターテイメ
ントを集めたテーマパーク、ユニ
バーサル・スタジオ・ジャパン®。
期待と想像を上回る感動が待ち
受けるパークを知り尽くしたTKO
がゲストをおもてなし！

漫才大行進 ゲロゲーロ！毎週更新
（30分）

（日）21：0012ch

「浅草・東洋館」で行われる漫
才のステージをお届け！青空球
児・好児やおぼん・こぼんな
どの師匠たちから、ナイツ、U
字工事などの人気漫才コンビ
まで、漫才協会所属芸人の爆
笑ネタを毎週3～4組放送し
ます。

金曜更新
（120分）

（金）14：0012ch

ハリウッド映画の黄金期の
「不朽の名作」から「歴史的
傑作」まで、希少性の高い
日本語吹き替え版でお送り
します。
5日「サンセット大通り」　
12日「黄色いリボン」　
19日「桑港」　
26日「紳士協定」

CCN金曜洋画劇場 乾杯戦士アフターファイブ毎週更新
（30分）

（水）22：0012ch

日夜、悪の組織と戦っている「黄金
戦士トレジャーファイブ」。しかし、
戦いよりも宴会ばかりしている彼ら
は、いつしか巷で「乾杯戦士アフ
ターファイブ」と呼ばれていた。

第１０話から第１２話を放送。

あいラブせんりゅう1日更新
（30分）

（土）21:0012ch

視聴者投稿型　川
柳専門番組です。
毎回テーマに沿った
川柳を全国のみな
さんから募集してい
ます。みなさんもぜ
ひ投稿してみてくだ
さいね。東北・宮城県から川柳の便りを毎月お届けします。

金曜 生放送
（120分）

（金）17:0012ch

視聴者の皆様とのコ
ミュニケーション生放
送！あなたの今、聞き
たい！リクエストにお
応えしていきます！も
ちろん、今日あった
出来事など、メッセー
ジだけでもOK！

まいどっ！おかえりリクエスト
生

満天！ゆるりと下呂1日更新
（15分）

(土）22:3012ch

日本三名泉の下呂温
泉。ゆるりと心から温
まる宿の紹介や旅人を
もてなす料理を毎月紹
介します。立ち寄って
頂きたいスポットも紹
介。宿泊で使用できる
１万円の旅行券をプレゼントしています。ぜひご応募くだ
さい。

月２回更新
（15分）

（土）11：3012ch

江戸時代、春先は
伊勢参りの季節、大
勢の人々が伊勢へ
と押し寄せました。
そのしかけを作った
のが伊勢信仰を全
国に広げて回った
「御師」とよばれる人たちです。そんな伊勢の魅力と歴史
をお届けします。

伊勢 美し国から

オトナはミナイデ！不定期更新
（30分）

（土）25:0012ch

２０歳までの女子が
集まり繰り広げる「女
子会トーク」だから・・
オトナはみないでほ
しいな～

恋舞妓の京都慕情月2回更新
（30分）

（土）22:0012ch

舞妓の茉利佳、佳つ扇
が、自分たちが好きな
京都、ちょっと気にな
る京都、全く知らなかっ
た京都、一度行ってみ
たかった京都など、四
季折々、様々な京都を
訪ねます。伝統的な観光地や行事はもちろん、最新流行スポッ
トやショップ、スイーツなど、京都の魅力が堪能できます。

タカととみ～のそれいけ爆釣中！1日更新
（30分）

（日）6:3012ch

高知県・よさこ
いケーブルネット
が制作する釣り
番組。もつ鍋屋
を営む「とみ～」
が、とにかく「面
白い」にこだわっ
て釣りをする！ 真面目に釣りをしている人…ごめんなさい。
普通の釣りはやりません～。

TOYOTA インフォメーションfile不定期更新
（15分）

（金）22:4512ch

トヨタ自動車広報
部の全面協力で
新車などのクル
マ情報はもちろ
ん、社会貢献イ
ベント、運動部の
情報までトヨタに
関する情報が満載です。

見ドコロガイド月２回更新
（10分）

（月）13：4512ch

シーシーエヌテレビサービスでお楽しみ頂ける様々な番組
の中から、オススメ番組を紹介する番組です。

知っとるＣＣＮ不定期更新
（5分）

（月）13：4512ch

シーシーエヌサービスをご利用し、さらに快適なライフスタイ
ルを送っていただけるよう、知って得する情報をお届けします。

いきものてれび1日更新
（15分）

（月）8：30 （木）16：3012ch

今回の主役は、みん
なが大好きウサギさ
ん！ ウサギスペシャ
リストの飼育員さん
との「もの知り対決」！
果たしてもんちーは
勝てるのか？！お楽しみに～♪

5月10日（日）に岐阜メモリアルセンター
で行われたわんぱく相撲岐阜場所と、
17日（日）に関市わかくさプラザで行わ
れた関場所の模様をお送りします。小学
校低学年のかわいい力士達の姿から、高
学年の迫力ある取り組みを一挙放送。こ
の中から、未来の横綱が現れるかも？！

わんぱく相撲岐阜場所・関場所
6/20（土）～7/1（水）12ch

金９（KINKU）生放送
（30分）

19日（金）21：0012ch

金曜日の「そわそわ」する気持ちを共有する
トーク番組です。みなさんからのメッセージ
も番組内で紹介しますよ。サックス奏者の粥
川なつ紀が番組を楽しくエスコートします。
「金曜の夜は地元の話でドキドキしましょ」

生



… 新番組 … 生放送

地元競馬ファン必見！笠松競馬の場内映像をお送りします。
今後の予定：
７月１日（水）日刊スポーツ杯クイーンカップ
８月１４日（金）中日新聞杯くろゆり賞

ＣＣＮ笠松競馬場中継
（北陸・東海・近畿交流競走）
「スポーツニッポン杯サマーカップ競争」

新 生 … 特別番組特

１１チャンネル放送番組
１１チャンネルでは特別番組のほか、地域の情報をお知らせする「文字音声放送」や各市町の広報番組の放送を中心にお届けします。
放送スケジュールはＥＰＧ（電子番組表）でご確認ください。

生
生

60分

16日～30日  （火）（日）14：0012ch

毎年、桑名市多度町で開催される
多度祭をお届けします。人馬一体
となって、約２mの絶壁を飛び上
がる「上げ馬神事」は圧巻！迫力あ
る映像に加え、祭りまでの騎手や
地区の人々の取り組みをご紹介し
ます。

多度大社例祭 上げ馬神事

万照の岐阜発！音楽のチカラ不定期更新
（15分）

（水）24:0012ch

岐阜市在住のサッ
クス奏者野々田万
照（ののだまんてる）
さんが音楽を独自
の経験をまじえ楽し
く教えてくれます。

針（スタイラス）の奏で不定期更新
（120分）

レコード世代の皆さ
んへお送りする音
楽番組。大垣市に
ある真空管アンプ
メーカー「ムジカレ
コード」の真空管ア
ンプを経由し録音し
ています。

（金）24：0012ch

歌が一番！月2回更新
（45分）

（日）20：0012ch

演歌、歌謡曲を
紹介する歌番組。
「歌が一番！」で東
海地区の演歌歌
謡曲情報はバッ
チリ！

SHOW!TALK!TV増刊号１日更新
（10分）

（火）～（日）13：4512ch

岐阜市にある学校法人聖徳学園
から元気な学生の姿をお届けする
番組。6月は羽島キャンパスに新
設した看護学部の目玉授業「笑い
ヨガ」をご紹介！さらに、附属中
学校のオーストラリア研修報告
会 他

ビジネスインタビュー Made in GIFU  ヒットの兆し10日更新
（15分）

（水）21:4512ch

新たなビジネスで岐阜を盛
り上げようとしている企業、
岐阜の地で頑張る仕事人を
紹介します。
※岐阜商工会議所が毎月発
行している、岐阜商工月報を
もとに制作しています。

清流と緑のまち やまがた1日更新
（15分）

（水）12：00 （日）9：4512ch （毎日）8：3011ch

自然豊かで美しい山県市を紹介する番組。市の取り組み
のほか、元気な山県の子どもたちもたくさん紹介します。

そのスマホの使い方、要注意!～ネットに潜むワナ～15分

（水）12:1512ch

岐阜県の消費者団体である「消費者ネットワーク岐阜」が、 急増する
スマホにまつわるネット被害をさまざまな事例とともにご紹介します。

ショップチャンネル
5：00～27：00

世界中から厳選した商品を毎週700アイテム
以上ご紹介するショッピング専門チャンネル。

12ch サブ

ＱＶＣ
4：00～26：0011ch サブ

ファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅
した世界最大級のテレビショッピング専門チャンネル。

明日を創る関のまち1日更新
（15分）

（月）12:30 （土)19:4512ch

関市の広報番組。匠の街、関市のお知らせや催し物などの
情報をお伝えします。

（毎日）8：0011ch

美濃和紙とうだつのまちから1日更新
（15分）

(火)(水)(木）12：3012ch

美濃市の広報番組。市の取り組みやできごとをお届けし
ます。

（毎日）8：1511ch

木曜更新
（5分）

（木）18：5512ch

ラモス瑠偉監督率い
るFC岐阜は新たな選
手を迎え入れ、2015
シーズンも岐阜の地を
熱くする！！番組では、
FC岐阜全試合のダイ
ジェストと、監督・選
手・サポーターの声
をお届けします。

FC岐阜応援番組  緑の話を聞け！

Ⓒ2002 FC GIFU

毎月更新
（30分）

（土）21：3012ch

グランパス情報盛りだくさ
んの「グランパスサポーター
のための番組」です。最新
ゲームの徹底紹介に、旬の
選手に迫る単独インタ
ビューも見逃せない！

グランパススタジアム

18日（木）10:3011ch

６月２０日に関市のわかくさプラザで行われ
る高校野球組み合わせ抽選会の様子を完全
生中継でお届けします。地元の高校はどの
グループに入るのか？あの強豪校の最初の
対戦校はどこなのか？高校球児達の熱い夏
の始まりを告げる組み合わせ抽選会を、是
非、テレビの前でご覧ください！

第97回 全国高校野球選手権岐阜大会
組み合わせ抽選会

20日（土）14：00～16：00
再放送19：00～21：00

11ch生中継
（120分）

生中継

犬山祭60分

2日～14日  （火）（日）14:0012ch

愛知県犬山市で行わ
れる国指定重要無形
民俗文化財の春祭り
「犬山祭」の模様をお
届けします。昼はか
らくりを披露、夜は
提灯をつけて城下町
を練り歩きます。高さ8メートル、重さ3トンの「車山」の曳
き回しや繊細な動きをみせるからくり披露を１時間たっぷり
お届けします。


