地上波

9

CATV

10

スタジオは私たちの街、
主役はあなた !

◆お問い合わせ／㈱ダイバーシティメディア
TEL 023-624-5000
http://www.diversitymedia.jp/

市民チャンネル

※予告なく番組内容、放送時間等を変更する場合がございますのでご了承ください。

バイキングステーション

facebook でいいね！

６０分

してね！

ダイバーシティメディア フェイスブック随時更新中！

（１/６以降 毎日） ７ ： ００〜、 ９ ： ００〜、 １３ ： ００〜、 １８ ： ００〜、 ２１ ： ００〜、 ０ ： ００〜（１/６、 １４、 １９を除く）

我が家のアイドル
皆さまのお宅の赤ちゃんやペットが登場する人気コーナー 「我
が家のアイドル」。 赤ちゃんやペットのかわいらしい表情や仕草
など、 思わずずっと見ていたくなる、 そんな心休まる瞬間をお
横山成美

ＭＣ

まつトミ

まっちゃん トミちゃん

佐藤

好

週替わりコーナー

山形再発見
コミュニティーニュース
こんな店あんな店
ランドセルガーデン
キッズランド
ＯＦＦ ＴＨＥ ＰＩＴＣＨ
山形ワイヴァンズＴＶ
霞城セントラルインフォメーション
オラの街のＢｏｏｋｍａｒｋ 山形交響楽団
我が家のアイドル
ＭＡＳＴＥＲ×ＭＥＩＳＴＥＲ
まつトミの３５市町村目指す旅
ＮＯＷ ＴＩＭＥ ＭＯＶＩＥ ＯＮ
テレビ伝言板

届けします。 出演していただけるご家族を随時募集中です。

オラの街のＢｏｏｋｍａｒｋ 山形交響楽団
東北初のプロ ・ オーケストラ山形交響楽団。 このコーナーで
は山形交響楽団の演奏会情報や指揮者 ・ ゲスト奏者のインタ
ビューなどをお伝えします。 日本の音楽文化を代表するオーケ
ストラとしての地位を確立した山形交響楽団に注目です。
©Ｋａｚｕｈｉｋｏ＿Ｓｕｚｕｋｉ

ＮＯＷ ＴＩＭＥ ＭＯＶＩＥ ＯＮ
２０１９年１月も映画愛好会ムービーオン倶楽部の横山部長
が、 最新の映画情報＆館内情報をお届けします！今月は、 『この
道』 （１/１１公開、 主演・大森南朋、ＥＸＩＬＥ ＡＫＩＲＡ） や、 『十
二人の死にたい子どもたち』 （１/２５公開、 杉咲花、 新田真剣
佑ほか） など話題の邦画を中心に最新作をたっぷりとお届けし
ます！

イベントバイキング

６０分

（１/６以降 毎日） １２ ： ００〜、 （月〜金） １９ ： ００〜

山形ワイヴァンズＴＶ

１５分

（１/６以降 毎日） ８ ： ００〜、 ２２ ： ３０〜、 （土 ・ 日） １７ ： ００〜

男子プロバスケットボールチーム 「山

◆第３８回
全国中学生人権作文コンテスト山形県大会
表彰式 ・ 入賞作品発表会

形ワイヴァンズ」。 番組では、 選手の

１/６ （日）〜１/２０ （日）

ダー ・ スクール ・ アカデミーなど、 選

１２ /９ （日） に開催された全国中学生

手だけではなくワイヴァンズに関するこ

人権作文コンテスト山形県大会の模様

とは何でも放送します。 これを見てあ

をお届けします。

なたもブースターに！

◆東海大学山形高等学校吹奏楽部
クリスマスコンサート

対談や記者会見の様子からチアリー

©Passlab Inc.

B.LEAGUE B2 山形ワイヴァンズ公式戦

１２０分

（土 ・ 日） １５ ： ００〜、 １９ ： ００〜、 （１/６、 １４、 １９） ２３ ： ００〜

１/２１ （月）〜２/３ （日）
１２ /２４ （月） に開催された東海大学
山形高等学校吹奏楽部のクリスマスコ
ンサートの模様をお届けします。

第１４回山形国際ムービーフェスティバル２０１８ダイジェスト
（１/６以降 月〜金） ２０ ： ００〜

「才能よ、雪に埋もれるな。」 のキャッ

６０分

※ホームゲーム開催日のうち３日間 （１ /６、 １４、 １９） は、 ２３ ： ００
より当日の試合の様子をお届けします。
■１/６、１２、１３ （１５：００〜）
■１/６ （１９：００〜）
■１/１２、１３ （１９：００〜）
■１/１９ （１５：００〜）
■１/１９ （１９：００〜）
■１/２０、２６、２７ （１５：００〜）
■１/２０、２６、２７ （１９：００〜）

第１６節
第１６節
第１６節
第１７節
第１７節
第１８節
第１８節

GAME29 vs 青森ワッツ
GAME29 vs 青森ワッツ
GAME30 vs 青森ワッツ
GAME31 vs 福島ファイヤーボンズ
GAME32 vs アースフレンズ東京Ｚ
GAME32 vs アースフレンズ東京Ｚ
GAME33 vs アースフレンズ東京Ｚ

チコピーのもとに、 昨年１１月９〜
１１日の３日間開催された映画祭の
様子を振り返る番組。 映画界の最前

凄い！カラダスイッチ�痛みの９割は自分で治せる

線で活躍する監督や俳優の舞台挨拶

（１/６以降 毎日） １０ ： ００〜、 １７ ： １５〜

のほか、 グランプリが決定した表彰

常に数千人の予約待ちがあるカリス

式の模様などをお伝えします。

マ 理 学 療 法 士 の 中 村 光 太 郎 先 生 に、
自宅で出来る 「痛みを取るテクニック」
を教えて頂きます。 腰痛や関節痛など
身体の痛みを簡単な方法で改善する…
そんな魔法のようなテクニックを全１０
回に渡りお届けします。
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１５分

新シリ

ーズ

