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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。

バイキングステーション
（１/６以降 毎日） ７ ： ００～、 ９ ： ００～、 １３ ： ００～、 １８ ： ００～、 ２１ ： ００～、 （１/４、 ５、 ３０を除く毎日） ０ ： ００～

　映画愛好会ムービーオン倶楽部の横山部長と佐藤好部員が、

最新の映画情報をお届けします！今月は、 カンヌ国際映画祭パ

ルムドールを受賞した 『パラサイト 半地下の家族』 （１/１０公開）

や、ミュージカルの金字塔を映画化した『キャッツ』（１/２４公開）

などをご紹介します！

ＮＯＷ ＴＩＭＥ ＭＯＶＩＥ ＯＮ

６０分

ＭＣ　まつトミＭＣ　まつトミ
トミちゃんトミちゃんまっちゃんまっちゃん トミちゃんまっちゃん

ＭＣ　まつトミ
佐藤　好横山成美

facebook でいいね！ 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！

※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。

霞城セントラルインフォメーション

　このコーナーでは、 山形のランドマーク、 霞城セントラルで毎

月行われている、 コンサートや季節の行事など、 たくさんのイ

ベント情報をご紹介しています。 ご家族やご友人とお出かけす

るときの参考にしてください。

（１/１～１/５ 毎日） ８ ： ００～、 １７ ： ４５～、 １ ： ３０～

（１/６以降 毎日） ８ ： ００～、 １７ ： ００～、 ２２ ： ３０～

山形ワイヴァンズＴＶ １５分

　幸せを感じられる生活のヒントをご紹

介。今回は公認心理師・産業カウンセラー

であり、 一般社団法人セルフケア推進協

議会学術顧問の江崎浩明さんより 「繰り

返されるくよくよ思考に気づいて今すぐ対

処しよう！」 と題してお話しいただきます。

（１/１～１/５ 毎日） １０ ： ３０～、 １９ ： ３０～

（１/６以降 毎日） １０ ： ００～、 ２２ ： ００～、 （月～金） １６ ： ００～

しあわせの方程式  ～７つのヒント～
東谷慶昭先生
企画 ・ プロデュース ３０分

※ホームゲーム開催日のうち２日間 （１/４、 ５） は、

　２３ ： ００より当日の試合の様子をお届けします。

（１/１１、 １２、 １８、 １９） １５ ： ００～、 １９ ： ００～、 （１/４、 ５、 ３０） ２３ ： ００～

■１/１１、 １２、 １８、 １９（１５ ： ００～） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１７節 GAME31 vs バンビシャス奈良

■１/１１、 １２、 １８、 １９（１９ ： ００～）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１７節 GAME32 vs バンビシャス奈良

■ １/３０（２３ ： ００～）　　　　　　第２０節 GAME37 vs 仙台 89ERS
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2019-20 シーズン 山形ワイヴァンズ公式戦 １２０分
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山形再発見

コミュニティーニュース

こんな店あんな店

キッズランド

ランドセルガーデン

オラの街のＢｏｏｋｍａｒｋ 山形交響楽団

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

ｔｏ Ｒｅｖｉｖｅ ～あの日から今日まで

ＯＦＦ ＴＨＥ ＰＩＴＣＨ

ＮＯＷ ＴＩＭＥ ＭＯＶＩＥ ＯＮ
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テレビ伝言板

まつトミの３５市町村目指す旅

アーカイブス

コミュニティーアイ

それゆけ！スポーツ少年団

　男子プロバスケットボールチーム 「山形ワイヴァンズ」。 番組では、 選手

の対談や記者会見の様子からチアリーダー ・ スクール ・ アカデミーなど、

選手だけではなくワイヴァンズに関することは何でも放送します。 これを見

てあなたもブースターに！

イベントバイキング
（１/６以降 毎日） １２ ： ００～、 （１/６以降 月～金） １９ ： ００～

１/２０（月）～２/２（日）

１２月８日の全国中学生人権作文

コンテスト山形県大会の表彰式の

模様をお届けします。

◆令和元年度

　第３回　東日本聖吟士会

１/６（月）～１/１９（日）

１１月１７日の東日本聖吟士会の

模様をお届けします。

６０分

◆第３９回

　全国中学生人権作文コンテスト

　山形県大会　表彰式

（１/１１、 １２、 １８、 １９を除く毎日） ２０ ： ００～

６０分第15 回山形国際ムービーフェスティバル2019ダイジェスト

　「才 能 よ、 雪 に 埋 も れ る な。」 の

キャッチコピーのもとに、 昨年 11

月８～ 10 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

界の最前線で活躍する監督や俳優

の舞台挨拶の他、 グランプリが決

定した表彰式の模様などをお伝えし

ます。
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