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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
（10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45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！

「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。

大分県大分市で行われる夏の風物詩、府内戦紙。「戦紙」とは武
者姿や昇り竜などをかたどった鮮やかな山車のことです。勇壮で
ダイナミックな祭りの様子を臨場感たっぷりにお届けします。

August

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。
7日「雨の朝巴里に死す」
14日「望郷」
21日「山河遥かなり」
28日「ショウ・ボート」

CCN金曜洋画劇場

生

金９（ＫＩＮＫＵ）金曜 生放送
（30分）

21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」

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

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～。

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…町立北方北保育園（北方町）

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。

8月1日～15日…岐阜市立島小学校
8月16日～31日…岐阜県立長良高校

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

4/11（土）、12（日）に美濃市ポケットパーク
で行われた「美濃流し仁輪加コンクール」の模
様をお送りします。「仁輪加」とは「落ち」のつ
いた即興の喜劇で、派手なメイクと衣装に扮
装した2～3人の役者達が、ユーモアたっぷり
に、時には鋭く世の中を風刺しながら物語を展
開します。毎年恒例、８月のシーシーエヌスペシャルは美濃流し仁輪加で笑って下さい。

美濃流し仁輪加コンクール
8/1～8/2612ch

今回はシーシーエヌ夏祭りとの同時開催！詳細は番組内で
随時お知らせします。皆さんのお越しをお待ちしています！

日時：8月9日（日）15：30～
場所：シーシーエヌ駐車場
※駐車スペースがありませんので、公共交通機関をご利用下さい。

第31回 府内戦紙
ふないぱっちん

15日（土）20：0011ch
19日（水）22：0012ch

長良川情報局、公開収録 実施決定！



… 新番組 … 生放送新 生 … 特別番組特

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！

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。今回は、江
戸時代からつづく寛ぎ
の宿「山形屋」を紹介し
ます。番組では宿泊で使用できる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。

満天！ゆるりと下呂1日更新
（15分）

(土）22:3012ch

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

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。

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。

恋舞妓の京都慕情月2回更新
（30分）

（土）22:0012ch

タカととみ～のそれいけ爆釣中！1日更新
（30分）

（日）6:3012ch

男のロマンを求
めて…３年間あ
たためてきた企
画がついに実現
する！番組史上
もっとも地味で、
滑稽で、盛り上が
らない釣り。果たして見せ場はあるのか！？お楽しみに。

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。

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！

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。

ようこそ花＊花ライフ1日更新
（15分）

（土）6：45 （月）10：3012ch

教えてマリエ先生のコー
ナーでは「観葉植物を中心
としたトロピカルムードある
コーナー花壇づくり」、花花
たいむでは「夏のガーデニ
ング　日焼け予防や熱中症
対策など」、草花に関する
情報を盛りだくさんお送りします。

いきものてれび1日更新
（15分）

（月）8：30 （木）16：3012ch

今回の「いきものてれ
び」は、おサルさん特
集。「サルは人間に近
い動物」と言うけれ
ど、人間にはぜんぜ
ん似てないおサルも
いっぱい。小さかったり大きかったり、手足がすごく長かっ
たり…。得意なことも違うみたいだから、いろんなおサル
を比べてみたらおもしろいかも！お楽しみに～♪

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。
今月のお店は、岐阜
市の「飛騨牛ハンバーグ 和洋食＆麺 ぎふっ子」、笠松町の
「café 木木」、岐阜市の「NOT CURRY」、「和食処 和くわ
久しゃもじ」の４店舗を紹介します。

岐阜県郡上市を舞台に撮影された映画を特別放送します。都会に暮らす幸田裕史（緒方直人）のもとに少年時
代を過ごした岐阜県郡上八幡から医師・鶴来（要潤）の訃報が届く。妻のゆき（中山忍）と子どもたちを連れ、
30年ぶりに訪れた郡上八幡にはあの夏のきらめく日々と変わらぬ流れを湛えた吉田川があった…。
原作：高田拓土彦（「さよなら夏休み」ユーフォーブックス刊）　　監督：小林要
出演：緒方直人　立花美優　要潤　中山忍　大場久美子　白竜　夏木陽介　古谷一行
　　　千坂健介　田村杏子　鈴木飛鳥　坂木睦　藤原健太

映画「さよなら夏休み」
あの夏の日が、少年を成長させた…。これぞ、日本版「スタンド・バイ・ミー」

13日・20日（木）21：0012ch
15日・22日・29日（土）20：0011ch

Ⓒ「さよなら夏休み」製作委員会



… 新番組 … 生放送新 生 … 特別番組特

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。世界陸上が開幕する8月は
岐阜聖徳学園大学陸上部をご紹
介！さらに、羽島キャンパス一大
イベント「岐聖祭プロジェクト」 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。

ＱＶＣ

ナビゲーターが魅力的な商品をご紹介します。テレビの前
でリラックスしながらショッピングをお楽しみください！

7：00～22：0011ch サブ22：00～7：0011ch

チャンネル長良川で　　　　放送します。24時間24時間
８月からＱＶＣの放送時間が拡大！

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

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

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

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。

ぎふっciao！1日更新
（15分）

（月）19：15　（木）12：0012ch

岐阜市の広報番組。
8月は「楽しく学ん
で夏休みを充実さ
せciao ! 」。夏休み
も岐阜市で楽しめる
情報をたっぷりお届
けします！

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。

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

今年も、一宮市起 濃尾大橋北 木曽川河畔を
会場に濃尾大花火が開催されます。尾張随一
の大きさを誇る、迫力ある20号玉（2尺玉）を
はじめ、長さ200ｍのナイアガラやスターマ
イン、5,000発の花火が打ち上げられます。
また、打ち上がる花火が映る木曽川の川面に
は、まきわら舟の提灯が美しく揺らめき、幻想
的な世界を楽しむことができます。※雨天等の
場合は8月16日（日）に順延、両日とも打上げ
不能の場合は中止。

濃尾花火大会

１１チャンネル放送番組ミュージックジャパンＴＶ 8月
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
8月14日（金）19：30～11ch

生中継

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：
９月３日（木）中京スポーツ杯秋風ジュニア
９月１７日（木）スポーツニッポン杯オータムカップ

ミュージック・ジャパンTVから音楽の話題をたっぷりお届けします。J-POPから、
アニソン、アイドルの話題も満載！気になるアーティストをチェックしてくださいね。

ＣＣＮ笠松競馬場中継（北陸・東海・近畿交流競走）
「中日新聞杯くろゆり賞」

生
14日（金）10:3011ch

生中継

曜日 日 時　間 番組名

火

4日 24：00～25：00 濃厚アニソンカウントダウン
11日 24：00～24：30 ミュージック・ジャパンTVプレミアム　浜崎あゆみ
18日 26：00～26：30 May．J スペシャル
25日 24：30～25：00 SEKAI NO OWARIスペシャル

水

5日
25：00～25：30 倖田來未 スペシャル
25：30～26：00 MYNAME スペシャル

12日
19：30～20：00 SKE48 スペシャル
25：00～25：30 田村ゆかり スペシャル
25：30～26：00 神谷浩史 スペシャル

19日 25：00～26：00 Alics Nine スペシャル
26日 25：30～26：00 PASSPO☆ スペシャル

木

6日 24：00～24：30 Aimer スペシャル

13日
24：00～24：30 T．M．Revolution スペシャル
25：00～25：30 NMB48 スペシャル

20日 25：00～25：30 SEKAI NO OWARIスペシャル

土

1日 15：00～16：00 AAA スペシャル

8日
15：00～15：30 アニソン・声優アーティスト　FLOWスペシャル
15：30～16：00 アニソン・声優アーティスト　SPYAIRスペシャル
20：00～21：00 アニソン・声優アーティスト　水樹奈々スペシャル

15日

15：00～15：30 SKE48 スペシャル
15：30～16：00 NMB48 スペシャル
20：00～20：30 モーニング娘。’15 スペシャル
20：30～21：00 私立恵比寿中学 スペシャル

22日 15：00～15：30 SUPER JUNIOR スペシャル


