2021 年 1 月 新年拡大号

その他の特別番組（1/11以降）

11ch 新春（1/1〜1/10）特別番組

◆しまなみジュニアオーケストラ第４回定期演奏会（11月収録）1/11〜
子ども達のオーケストラ演奏をお楽しみ下さい

◆山田方谷の軌跡（〜奇跡〜） 制作：倉敷CATV

新春対談
ピックアップ情報おのみち

吹奏楽祭り
（１１月収録）

平谷祐宏市長に聞く
尾道市2021年について

コロナ禍で発表の場が少なかった尾道市の
中学校吹奏楽部が しまなみ交流館 で演
奏を披露。その模様をノーカットでお届け

1/18〜

備中松山藩の財政を立て直した漢学者 山田方谷の足跡を辿る

◆ぐるぐる中四国・関西

ケーブル女子団ぐるぐるリレー

◆神楽マラソンin北広島

1/18〜

1/18〜

中四国地域の５つのCATV局が「お取り寄せご当地食材」を紹介する

宮之庄神楽団の演目「伊吹山」を放送する

◆文化財講座

1/25〜

尾道市文化振興課西井亨学芸員が西久保町
「常称寺」の文化財について解説

レギュラー番組
※１月４日まで

聞き手：ちゅピＣＯＭおのみち

代表取締役社長

石井伸司

演奏の一場面

※DXとは：
データやデジタル技術を活用して
生活を良い方向に変化させる事。
DXの 基 本 からDXで 生 活 の 何が
変わるのか？など分かる番組。
出演：中国総合通信局長
広島県DX推進本部

中国総合通信局

本間 祐次 局長

司会

佐久間 むつみ

平日11：00〜（1月12日から放送）
カープやサンフレッチェなど広島のスポーツと生活情報などを生放送でお届け

新春トーク番組
◆DX デジタルトランスフォーメーション
〜デジタル技術で生活がより豊かに、便利に〜

◆

◆ ちゅピＣＯＭ11ｃｈおのみちニュース
平日18:30〜（１月６日から放送）※12/28〜1/5まで休止

◆川島宏治の
THE ひろしま・
プラス１

◆新店舗紹介番組「あの店・この店・こんな店」 1/11〜
◆企業紹介番組「われら地域の応援団」1/18〜

社会派番組のアンカーマンとして定評のある
川島宏治が各界のキーマンにインタビュー。
今回は広島商工会議所会頭

◆定例尾道市長記者会見

◆サイクリング番組「瀬戸内しまなみ海道ポタリングEYE シーズンⅡ」＃1 〜 7を一挙放送
◆料理番組「季節の魚レシピ」 2020年放送分を一挙OA

◆旅番組「旅して、せとうち」 向島編・因島編・尾道編を放送

イチオシ再放送
◆2020尾道ベッチャー祭 病魔（コロナ）退散を願い行われた祭りの模様を放送
◆親子昆虫教室 コロナ禍の2020年夏、子ども達が元気に昆虫採取

ちゅピCOMおのみちニュース

各番組の放送時間などは、テレビの電子番組表をご覧下さい。

※1月8日まで

シリーズ一挙放送
◆町ぶら番組「がやがや行こう！」 2020年放送分を一挙OA

会見の模様をノーカットでお届け

スタッフのひと言

2020年ちゅピCOMおのみち11chを視聴いただき有難うございました。
2021年も宜しくお願いいたします。
このコーナーでは、
毎月ちゅピCOMおのみちスタッフのコメントを掲載しています。
今回は、
制作課スタッフの３人です。

2020年は、新型コロナウイルスの影 響で、
ニュース取材や番組制作が思うように出来
ませんでした。コミュニティチャンネルが、皆
さんの巣篭もり需要に答えられたかどうか
わかりませんが、2021年は、尾 道 市内の良
い話題の映像を、
もっと楽しんでもらえるよ
うに、今以上の情報発信
と番組制作に取り組みた
いと思います。2021年も
どうぞ宜しくお願い致し
ます。

大塚 洋平

11chへのお問い合わせは…

この文章を書く上で改めて2020年を振り
返った時、年はじめの記憶が、ひどく過去の
事ように感じられ驚きました。中年と呼ばれ
る年代に入っている手前、さもありなんとい
う思いですが、記憶をたどる手がかりにして
いた尾道の催しが、軒並み中止となったのも
一 因 か も 知 れ ま せ ん。
2021年は元気な尾道の
記憶が溢れる一年になっ
て ほし い と 願 って い ま
す。まだまだ大変な状況
が 続く中ですが、皆様に
とってもより良 い2021
年でありますように。
井上 雄晶

ちゅピCOMおのみち制作課

お鍋のおいしい季節になりましたね♪20年前は
水炊き、寄せ鍋、湯豆腐くらいなもんでしたが、今
やカレー味にしてみたり、豆乳やトマトを入れてみ
たりとバリエーションもいろいろ。コラーゲン玉っ
てご存知ですか？プルンとしたゼリー状の固まり
を鍋に入れて食べると「なんかお肌ツルツルに
なった気がする」ってやつで
す…多分それは気のせい。
女子の美容とか機嫌ってい
うのは、まさに「気」だとは分
かっていますが、そのちょっ
としたことで機嫌良くなれ
る長所を2021年も楽しんで
いきたいと思います♪
平川 実知子

0848-24-0511 までお電話下さい。

ＴＶ 1月のおすすめ番組 ピックアップ

2020年
12月
スタート

〜年の初めの時代劇！娯楽時代劇を新春からタップリお届けします〜
放送

「剣客商売

1/1

18：00〜
ほか

婚礼の夜」

北大路欣也主演 大人気作の第六弾が早くも BS/CS 初登場！
秋山小兵衛の息子、大治郎の成長物語として描かれた側面も見どころのひとつ！

©フジテレビ / 松竹

放送

ファン必見の貴重なお宝映画♡

1/28

TV 初放送

23：00〜

「忍ジャニ参上！未来への戦い」
ジャニーズＷＥＳＴ・関西ジャニーズ Jr．が大活躍！

©2014「忍ジャニ参上！」製作委員会

お子さま
おすすめへの
ディズニ ！
ジュニアー

光１Ｇコース 登場！
ギ ガ

1Gスタートキャンペーン

通信速度1Ｇｂｐｓだから、
ダウンロード・動画も高速で快適！

ポイント

ほかにも1/1 〜 3 は・・・
初日の出 祭りと題して
大川橋蔵、市川雷蔵の主演作品
新春☆丑年男スター大集合 !! と題して
栗塚旭、中井貴一、大泉洋、堺雅人ら出演の
時代劇作品も！

ちゅピCOMおのみち インターネット

ちゅピCOM光NET 1G
月額￥5,830（税込）

放送

1/17

12：30〜

0800-555-2525

FAX：0848-24-0510
E-mail：info@octv.co.jp URL：http://www.octv.co.jp

新春お年玉企画！

ディズニー・チャンネル、ディズニージュニアのオリジナルグッズを計50名様に抽選でプレゼント！
30名

様

10名

ディズニー・チャンネル
オリジナル 2021年カレンダー
●ハガキの場合
応募要項

放送

ディズニーがお届けする
小さなお子さまのための専門チャンネル

※上記通信速度は最大通信速度
（ベストエフォート）
です。
お客さまの環境や接続先の回線状況、サーバーの処理状況によって実測値は変化します。
＊その他の光NETコースもございます。
※対応の地域で戸建住宅もしくは、
弊社が認める物件にお住まいの方を対象としたサービスです。
＊対象エリア：尾道市一部地域
光インターネットサービスをお申込みいただけない地域
久山田町、向東町、
美ノ郷町
（白江・中野・本郷・三成）
一部地域、
木ノ庄町
（市原・木梨・木門田・畑）
一部地域、
向島町一部地域

受付時間 9:30〜18:00

〒７２２-００３７ 尾道市西御所町７-１０ 中国新聞尾道メディアステーション

様

10名

様

ディズニー・チャンネル
オリジナル
サスティナブルバッグ
©Disney

ディズニージュニア
オリジナル おふろ絵本
© AardmanAnimations 2020

①希望のプレゼント名 ②名前 ③郵便番号住所 ④電話番号(連絡が取れる番号）をお書きの上、下記までご応募ください。
●応募締切 2021年1月末（日）必着
●メールの場合
●当選発表 プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。
oubo@octv.co.jp
〒722-0037 尾道市西御所町7-10
ハガキ同様①〜④をご記入ください。
中国新聞尾道メディアステーション ちゅピＣＯＭおのみちプレゼント係まで

■個人情報の取り扱いについて■
提供いただいた個人情報は、加入
確認および抽選・賞品の発送、サー
ビスの案内に使用するほか、個人
を特定しない統計的な情報の形で
利用いたします。

ほか

1/12

スタート
毎（月〜金）

ちゅピCOMおのみちの耳より情報

22：30〜

©Disney

©SBS

「シークレット・ブティック」
キム・ソナ主演。復讐を胸に成り上がるヒロイン vs. 財閥に君
臨する女帝。女たちの華麗なるパワーゲームが、いま始まる！

〜
WOWOW はおかげさまで 30 周年！
映画と劇場を愛する方へ、2 組 4 名様を シネマ尾道 へご招待！

ＷＯWOW presents
ミニシアターチケット プレゼント

※2023 年12 月 31日までご利用いただける劇場鑑賞券です。

「おうこくのめいたんてい ミラ」
ジャルプール王国の少女ミラと仲間たちが、次々と起こる
事件や謎を解決していくアドベンチャーアニメーション。
レギュラー番組でスタートします。

ミニシアター応援宣言〜
WOWOWはミニシアターを
応援し続けます。
WOWOW では
初放送タイトル年間約 700 本、
24 時間映画を放送中！

応募方法は、右ページ新春お年玉企画同様で、①に「ミニシアターチケット希望」と書いてご応募ください。

2021年1月末まで延長

●現在ご利用中のお客さま インターネット利用料
2021年3月末まで
最大２ヶ月現在の利用料据置(利用開始月＋翌月）

お申込み・お問い合わせは

株式
会社

©Disney

〜ＣＳベーシック初放送！
人気韓流ドラマ
ノーカット字幕版がスタート〜

●新規契約のお客さま インターネット利用料
最大２ヶ月無料(利用開始月＋翌月）

