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AM6

00　テレビカウンセリング　シリーズ「精神医学のひろがり」（再放送） 00　ライブバイキング
　　 （再放送）

00　テレビカウンセリング　シリーズ「精神医学のひろがり」
vol.３
スポーツ精神医学

vol.4
精神科医療の災害派遣
－DPAT－

vol.５
精神科救急

vol.６
子どもの
ネット・ゲーム依存

vol.７
対象者の社会復帰を目指して
～医療観察法医療とは～

vol.８
対象者の社会復帰を目指して
～地域で精神障がいの方に接したら～

30　まつトミの35市町村目指す旅（再放送）
VOL.５　戸沢村 VOL.６　鶴岡市 VOL.７　山形市 VOL.８　上山市 VOL.９　寒河江市 VOL.10　南陽市前編 VOL.10　南陽市後編

45　ダイバーシティメディアからのお知らせ　ウィークリー

7
00　市民チャンネルアーカイブ　－LOVE&PEACE HOUSE－
vol.19
ゲスト：端山貢明、堀江貴文

vol.20
ゲスト：堀川千尋

vol.21
ゲスト：黒田吉隆

vol.22
ゲスト：ヒットパレードバンド

vol.23
ゲスト：アンダーグラフ

vol.24
ゲスト：マーク・ルーイス、沼田篤良

vol.25
ゲスト：コージー冨田

8

00　ダイバーシティメディアからのお知らせ　ウィークリー
15　山形再発見
25　やまがたタウン情報
30　しあわせの方程式　～７つのヒント～（再放送）　※1/６～1/８のみテレビショッピング
ヒント２
朝の軽い運動で
幸せホルモンアップ！

ヒント３
しあわせが増える
３つの問いかけ

ヒント4
話す門には幸（しあわせ）
きたる

ヒント５
笑いはこころの美容液！

ヒント６
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！

ヒント７
しなやかな心のつぶやきが
ストレスを減らしてくれる

ヒント1
朝一定の時刻に起きて
元気に！＆シリーズの概略

9 00　新時代の放送局「東北キャスト」登場～スタジオは私たちの街、主役はあなた！～（再放送）

10
11 00   ショップチャンネル

PM0

00　市民チャンネルアーカイブ　－隼人組－ 00　ライブバイキング
　　 （再放送）

00　市民チャンネルアーカイブ　－隼人組－
vol.14 vol.15 vol.16 vol.17 vol.18 vol.19

15　市民チャンネルアーカイブ　－史跡めぐり－ 15　市民チャンネルアーカイブ　－史跡めぐり－
山形県の歴史を伝える文翔館 斯波兼頼と光明寺 旧済生館とローレツ 唐松観音と炭焼藤太伝説 若松寺～むかさり絵馬～ 蝋燭町
30　ダイバーシティメディアからのお知らせ　ウィークリー
45　市民チャンネルアーカイブ　－この町の風景ー

弦楽の響く森 六日町　熊野神社 かみのやま温泉「足湯物語」 寒河江荘総鎮守　寒河江八幡宮 長谷堂城山 奇習「カセ鳥」 谷地ひなまつり

1 00　バイキングステーション2021新春スペシャル（再放送）

2 00　インフォメーション
30　テレビショッピング

3
00　市民チャンネルアーカイブ　
 －トーク番組　今日とは違う、世界がある。－
 「新しい国のカタチ」シリーズ

00　ワンスモアイベントバイキング 00　B.LEAGUE B2 2020-21シーズン
 山形ワイヴァンズ　公式戦
■1/ ９、16、23 第14節GAME1vs群馬
■1/10、17、24 第14節GAME2vs群馬
■1/30 第16節GAME1vs熊本
■1/31 第16節GAME2vs熊本

山形名物　第31回
日本一の芋煮会フェスティバル

第57回山形花笠まつり
～初日

第57回山形花笠まつり
～2日目

4
vol.12 地域主権
～地方自治の立場から～

vol.13 地域主権
～地方自治の立場から

　　PART2～

00　ワンスモアイベントバイキング
第57回山形花笠まつり

～3日目
第40回山形大花火大会 第29回 天童夏まつり

将棋神輿パレード

5

00　山に抱かれた街（再放送） 00　ライブバイキング
　　 （再放送）

00　山に抱かれた街（再放送）
ブナの森～山形県立自然博物館 盃山～山形市に一番近い山 地蔵山の樹氷原 白鷹山 葉山 岩手山復興祈願登山
15　to Revive～1000日後の私たち（再放送） 15　to Revive～1000日後の私たち（再放送）
memory３
ふるさと飯館村
～までい村のお地蔵さん

memory4
生きているということ
～名取市のお地蔵さん

memory５
未来へのエール
～大槌町のお地蔵さん

memory６
忘れない－閖上の記憶－

memory７
町の灯～ゆりあげ港朝市

memory８
生まれ変わる
―宮城県女川町

30　山形ワイヴァンズTV（山形ワイヴァンズ情報番組）
45　ダイバーシティメディアからのお知らせ　ウィークリー

6

00　市民チャンネルアーカイブ　－はなははなー 00　ライブバイキング
　　  生放送
　　  （毎週木曜日更新）

00　市民チャンネルアーカイブ　－はなははなー
おっとせい scene1 おっとせい scene２ おっとせい scene３ おっとせい scene4 おっとせい scene５ おっとせい Last scene
15　市民チャンネルアーカイブ　－インフォマーシャルー 15　市民チャンネルアーカイブ　－インフォマーシャルー
’99秋「世界中の誰より

きっと」「男と女」
’99冬「守ってあげたい」

   「浪漫飛行」
’00春「思い出がいっぱい」
「Maybe Tomorrow」

’00夏「白い雲のように」
       「夜が耳もとで」

’00秋「空に星が綺麗」  
        「STAY GOLD」

’00冬「贈る言葉」
　　　「melodies of Life」

30　新時代の放送局「東北キャスト」登場～スタジオは私たちの街、主役はあなた！～（再放送）

7

8 30　ダイバーシティメディアからのお知らせ　ウィークリー
45　市民チャンネルアーカイブ　－時代～先人が辿った道～ー 45　B.LEAGUE B2 2020-21シーズン

 山形ワイヴァンズ　公式戦
■1/ ９ 第14節GAME2vs群馬
■1/10、16、23 第16節GAME1vs熊本
■1/17、24 第16節GAME2vs熊本
■1/30、31 第18節GAME1vs東京Z

アルブレヒト・フォン・ローレツ はなかみ先生　高橋英雄 菊池新学 斯波兼頼 最上義光　前編

9 00　第16回山形国際ムービーフェスティバル2020ダイジェスト

10

00　市民チャンネルアーカイブ　－聞かせて昔のことー 00　ライブバイキング
　　 （再放送）

00　The東北
山田博さんを訪ねて 岩城久太郎さんを訪ねて 伊藤正輝さんを訪ねて
15 　MASTER×MEISTER（再放送） 15 　MASTER×MEISTER
vol.3 舩越旭弘石材店 vol.4 月山めのう工房 vol.5 マルタ醸造 vol.1 軽部草履
30　ママを訪ねて三千軒（再放送）

花みずき セトナ DEPO-ZITTO ＆ Café de depo エスプリ ドゥ カンパニュー Faith
45　ダイバーシティメディアからのお知らせ　ウィークリー

11
00　バイキングステーション2021新春スペシャル（再放送）
 ※1/９、10、28のみB.LEAGUE B2 2020-21シーズン　山形ワイヴァンズ　公式戦（２時間番組） 
 ■1/９ 第16節GAME1vs熊本ヴォルターズ　　■1/28　第18節GAME1vsアースフレンズ東京Z 
 ■1/10 第16節GAME2vs熊本ヴォルターズ　　　　　　　※1/27開催のホームゲームは、翌日1/28にお届けします

AM0
00　第16回山形国際ムービーフェスティバル2020ノミネート作品 00　ライブバイキング

　　 （再放送）
00　第16回山形国際ムービーフェスティバル2020ノミネート作品

①・儘ならぬ恋の目論見
   ・One Cut in the Life
    【序章】

②・ワット・ア・デイ
   ・ZACO

③・ハチワン結婚相談所
　・パレット

④・まよなかのいぬごやレース
   ・withコロナ／ショート
    フィルム部門作品

⑤・Vtuber渚 （準グランプリ）
   ・愛をたむけるよ（グランプリ）30　ワンスモアイベントバイキング

　　 やまがた市民応援花火

1 00 ジャパネットチャンネルDX　ハイビジョン

掲載情報は12月17日現在の内容となります市民チャンネル１月プログラム

予告なく番組内容、放送時間等を変更する場合がありますのでご了承ください。　　 …Ｐ14に番組紹介しておりますのでご覧ください。

１月 月（11・18・25） 火（12・19・26） 水（６・13・20・27） 木（７・14・21・28） 金（８・15・22・29） 土（９・16・23・30） 日（10・17・24・31）


