
◆神楽マラソンin北広島

◆ぐるぐる中四国

◆塩の荘園 弓削島荘と村上海賊

11chへのお問い合わせは…
ちゅピCOMおのみち制作課 0848-24-0511までお電話下さい。

◆川島宏治の
　THE ひろしま・
　プラス１

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。
今回は湯﨑英彦広島県知事

◆文化財紹介番組「尾道 文化財のまちを行く」 ＃1～7を一挙放送
◆町ぶら番組 「がやがや行こう！」2021年放送分を一挙OA
◆尾道本通り商店街にゅうす「龍の玉手箱」2021年放送分を一挙OA
◆料理番組「季節の魚レシピ」2021年放送分を一挙OA

シリーズ一挙放送

◆新店舗紹介番組「あの店・この店・こんな店」
◆企業紹介番組「われら地域の応援団」
◆文化財紹介番組「尾道 文化財のまちを行く」
◆町ぶら番組　がやがや行こう！
◆ひろしまケーブルかわらばん

その他の特別番組（1/10以降）

レギュラー番組

その他

新 春 ト ー ク 番 組

スタッフのひと言
2021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。2022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。

2022年が始まります。新年を祝う特別番組は、
年の幕開けにふさわしい、勇壮な太鼓演奏会「尾
道ベッチャー太鼓 35周年コンサート」を予定して
います。疫病退散を願う〝尾道ベッチャー祭″の
お囃子が元になった太鼓演奏で、皆さんを悩ませ
る、新型コロナウイルスを吹き飛ばしてくれるも
のと思います。その他、レギュラー番組を一挙放
送します。寺の文化財をド
ローンや４Ｋカメラで撮影す
る「尾道 文化財のまちを行
く」、町ぶら番組・料理番組
など、多彩な放送を是非ご覧
下さい。暫くはコロナ禍が続
くと思いますが、2022年！
尾道市にとって良い年であり
ますように。

新年号の一言コーナーがやってきました。前年の自分
の文章を見返したところ「今年は昨年より元気な記憶
が溢れる年に…」的なことを書いていました。2020年
が、コロナ拡大で、ほとんどのイベントが中止になっ
た一方、2021年は映像で公開された尾道みなと祭な
ど、その時々に合わせ行われた催しもありました。
ちゅピCOMおのみちでも、これまでリアルに開かれ
ていたイベント・運動会・講演
などの一部を、無観客で収録・
放送したものもあり、今後もコ
ロナ禍の工夫は続きそうです。
ホントは以前のように、気兼ね
なく集まりたいところですが、
少しでも明るさや楽しさが届け
られるように、今年もコミュニ
ティchから発信していきます！

年の瀬から急に迷惑メールが増えてきたよ
うに感じます。少し前までは「暇してます、会
いませんか？」のような怪しいものでした
が、今は『給付金』という文字を誘い文句に
URLが貼り付いている迷惑メールです。国会
でも18歳以下の給付金の話しが質問になっ
ていましたが、その世相
がそのまま迷惑メールに
移行している感じがしま
すね。うまい話しはありま
せん、絶対にクリックした
らダメですよ！
今年もよろしくお願いし
ます☆ 平川 実知子

◆
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

平日11：00～（1月11日から放送）

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7日まで※1月4日まで

※12月27日～１月５日まで休止2022年は１月６日から放送開始
◆ちゅピＣＯＭ11ｃｈおのみちニュースちゅピＣＯＭ11ｃｈおのみちニュース

◆広島ユナイテッドFC応援コーナー

大暮神楽団の演目「神武」を放送

心を結ぶおくりもの　岡山県高梁市の特産品を贈ろう　　吉備ケーブルテレビ制作

尾道市と上島町の学芸員が、村上海賊と塩の荘園の関係についてなど解説

尾道ベッチャー太鼓 
結成 35周年記念コンサート

第3回
「しまなみヤングフェスティバル」
因島・瀬戸田・上島地域の中高生の吹奏楽発表。
（11月収録）コロナ禍で発表の場が少なかった
中学校・高等学校吹奏楽部などの演奏を収録。

12月５日に「しまなみ交流館」で行なわれ
たコンサートの模様を放送、11月３日の祭
りの映像もＯＡします。

ベッチャー太鼓

2021年の様子

「因北中」

2022 年1月  新年拡大号2022 年1月  新年拡大号
1/10～

1/17～

1/10～

11ch 新春（1/1～1/9）特別番組新春（1/1～1/9）特別番組新春（1/1～1/9）特別番組

ちゅピCOM
おのみちニュース

大塚 洋平 井上 雄晶

聞き手：ちゅピCOMおのみち
　　　　代表取締役社長  石井伸司

新春対談

1/10～

1/17～

1/24～

1/24～

1/24～

１月31日放送予定

ピックアップ情報おのみち
◆平谷祐宏市長に聞く
　尾道市2022年展望

スポライMC陣が総出で
知っているようで 知らない北広島町の魅力を総力取材！

～スポーツ、観光、町の取り組み～
presents まるごと北広島町



0800-555-2525お申込み・お問い合わせは
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

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

株式
会社

話題のアニメをもう一度一挙放送で！ 注目の新作開始も見逃せない！

新春三が日　北大路欣也祭り

ベストセラー作家・宮部みゆきの最高傑作が韓国ドラマ化！

ＴＶ 1月のおすすめ番組 ピックアップＴＶ 1月のおすすめ番組 ピックアップ
159CH

「三屋清左衛門残日録　陽のあたる道」
©時代劇専門チャンネル／J：COM／時代劇パートナーズ

◆映画
　「

  オ ヤ  コ  ダ カ  

父子鷹」
◆映画
　「水戸黄門
 　助さん格さん大暴れ」

◆映画
　「天下の御意見番」
　そのほか、映画「漂流」「八甲田山」など

©東映「水戸黄門　助さん格さん大暴れ」

アニマックスアニマックス 149CH

フジテレビTWO ドラマ・アニメフジテレビTWO ドラマ・アニメ 139CH

◆韓国ドラマ『ソロモンの偽証』日本語字幕版　第1～12話
　放送：1/10（月・祝）～1/25（火）　24:00～25:10　ほか　毎週月～金

◆「ジョジョの奇妙な冒険
　　ストーンオーシャン」

　放送：1/22（土）スタート
　毎週　土曜
　夜8：00～8：30

◆テレビアニメ
   「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編全26話一挙放送
　　　放送：1/2（日）午前9：00～夜10：00
◆テレビアニメ
　「鬼滅の刃」無限列車編全7話一挙放送
　　　放送：1/3（月）午前9：00～昼12：30

１月１日 １月２日 １月３日
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【新春三が日　北大路欣也祭り】
(映画)
父子鷹

出演：市川右太衛門
／北大路欣也

剣客商売 御老中暗殺

主演：北大路欣也

三屋清左衛門残日録

主演：北大路欣也

三屋清左衛門残日録
完結篇

主演：北大路欣也
「三屋清左衛門残日録　
陽のあたる道」メイキング
メイキング・オブ・「殺すな」

(映画)
仁義なき戦い 広島死闘篇
 ＜４Kニューマスター版＞
※２Kダウンコンバートにて放送
出演：菅原文太　　　
　　　　／北大路欣也
※前後解説付き
ゲスト:北大路欣也

(映画)
水戸黄門

助さん格さん大暴れ
出演：月形龍之介

松方弘樹／北大路欣也

剣客商売 剣の誓約

主演：北大路欣也

三屋清左衛門残日録
三十年ぶりの再会

主演：北大路欣也

三屋清左衛門残日録
新たなしあわせ

主演：北大路欣也

(映画)
漂流

主演：北大路欣也

「三屋清左衛門残日録　
陽のあたる道」メイキング

(映画)
天下の御意見番

出演：月形龍之介　　　
　　　　／北大路欣也

剣客商売 鬼熊酒屋

主演：北大路欣也

剣客商売　陽炎の男

主演：北大路欣也

三屋清左衛門残日録
陽のあたる道

主演：北大路欣也

(映画)
八甲田山

＜４Kデジタルリマスター版＞
※２Kダウンコンバートにて放送

出演：高倉健　　　　
　　　／北大路欣也
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©Disney

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©JTBC co., Ltd all rights reserved

ディズニー・チャンネル
オリジナル 2022年カレンダー

©Disney
©Disney　©Disney Based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A.Milne and E.H.Shepard.ディズニー・チャンネル

オリジナル ミニハンディモップ ディズニージュニアオリジナル フード付きタオル 三角ミニポーチ
※ポーチ柄の指定はできません。

©Disney
©Disney/Pixar

30名様 10名様 10名様
20名様

ちゅピCOMおのみちの耳より情報

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　オリジナルグッズ計70名様に抽選でプレゼント！ディズニー・チャンネル、ディズニージュニア　オリジナルグッズ計70名様に抽選でプレゼント！

●ハガキの場合 
 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　2022年1月末（月）必着
 ●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。
 〒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　ちゅピＣＯＭおのみちプレゼント係まで

●メールの場合
　 oubo@octv.co.jp
ハガキ同様①～④をご記入ください。

応
募
要
項

■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。

「三屋清左衛門残日録」シリーズ５作完全放送

北大路欣也
×

時代劇映画黄金期
オールスター

別途、ケーブルプラス電話基本料金が必要です。
［月額1,463円（税込）］

予約受付中

大人初心者ゴルファーのための

チャレンジ・ゴルファーズ・クラブチャレンジ・ゴルファーズ・クラブ


