
地上・BS・CSコース地上・BS・CSコース

通常料金 9,830円が…

さらに、チャンネル数の多い
「プレミアムコース」もおすすめ

★初期費用無料 　★テレビの基本料金も含みます。
（税込7,590円）（税込7,590円）

（税込4,950円）（税込4,950円）

Wi-Fiが
使い放題で
制限無し！
しかも 無料！

You Tube 
4K作品
視聴可

4K-STB ハードディスク2TB内蔵

※集合住宅のお客様はご加入できない場合があります。

テレビ･インターネット・電話 全部あわせて！
通常料金6,830円が…

通常料金 9,830円が…

さらに、チャンネル数の多い
「プレミアムコース」もおすすめ

テレビ･インターネット・電話 全部あわせて！
通常料金6,830円が…

7月29日（金）まで7月29日（金）まで

7月号 Vol.196
発行日 ２０22年7月１日

〜

皇徳寺ケーブルテ
レビには、AEDが
常備されています。

7月のおしらせ
地域の方へ

情報
発信中

！

EVENT
INFORMATION

録画
可能

トリプル
チューナー

今お使いのテレビで、
4K放送やYouTubeを
観よう！

スマートフォン・
タブレットによる
リモート視聴
スマートフォンやタブレットと連携し、録画し
たコンテンツや放送中の番組を配信すること
が出来、宅内宅外で視聴が可能です。

※但し､ご利用には条件等があります。

 

SeeQVault(シーキューボルト)対応

月額

500円（税抜）（税込 550円）
（設置費用が必要となる場合もあります。）

詳しくは、下記へお問合せ下さい。
《宮川校区コミュニティ協議会事務局》
TEL/FAX 099-811-0571 （月・水・金 9：00～12：00）

永田川を安心安全に利用促進するため
草払いを行いますので参加者を募集します。
日時：7月３日（日）午前７時～９時
集合場所：今村橋駐車場前（川口公民館の向い側）
持参するもの：軍手・草払い機・熊手等（持っている人）
※ 小雨決行

永 田 川 清 掃
ご協力よろしくお願いします。
主 催：皇徳寺小学校PTA
毎月第2土曜日（土曜授業）
時 間：7：30～10：00
場 所：皇徳寺小学校円形広場

ペットボトル
（ひとさげ運動）

詳しくは、下記へお問合せ下さい。
《皇徳寺小学校》 TEL 099-265-8055

オトクな

夏の
キャンペーン

オトクな

夏の
キャンペーン



https://koutokuji.tv
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6 30
～1日 ハローココモン 　4日～ ♦れいぞうこのくにのココモン

～19日 アニメ ボス・ベイビー
20日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション　21日～ ♦おじゃる丸

7
～13日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ ※13日(～7:30)

13～20日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ セレクション(7:30～)
14～20日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション(～7:30)

21～29日 ♦おしりたんてい(第1期)  ※29日(～7:25)　29日～ ♦おしりたんてい(第2期)(7:25～)

8 30
～13日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション　14日～ パウ・パトロール

きんだーてれび

9 30
それいけ！アンパンマン

子育てTV ハピクラ ※1～8・25～29日 ♦ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV

10
15

ゴーゴー！のりものタウン

45

～19日 アニメ ボス・ベイビー ※12日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション
20日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション　21日～ ♦おじゃる丸

～8日 ポータウンのなかまたち セレクション　11日～ れいぞうこのくにのココモン セレクション

11

30

～1日 少年アシベ　
ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第1シリーズ セレクション

4～13日 少年アシベ　
ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第2シリーズ セレクション

14日～ ♦アイカツプラネット！
それいけ！アンパンマン

12 30
～20日 情報

1
30

～13日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ
(～2:00) ※13日(～1:30)

14～20日 パウ・パトロール セレクション
13～20日 ♦恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー　21日～ 情報

2 30
子育てTV ハピクラ ※1～8・25～29日 ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV

それいけ！アンパンマン

3 ～20日 ヒーリングっど♥
プリキュア

4 ～20日 妖怪ウォッチ

5
～11日 あらいぐまラスカル　

12～20日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション(～5:30)
少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ セレクション(5:30～)

21～28日 妖怪ウォッチ　29日～ ♦妖怪ウォッチ♪ 1話からおさらい

6
～6日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST　7・8日 ♦OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

11～20日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション
21～29日 ♦おしりたんてい(第1期)  ※29日(～6:25)　29日～ ♦おしりたんてい(第2期)(6:25～)

7
15

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！ 新幹線変形ロボ

シンカリオンＺ
アニメ 

ボス・ベイビー
ポケットモンスター
（2019年） 妖怪ウォッチ♪4日～ ♦リズスタ 

-Top of Artists !-
～11日 ハクション大魔王２０２０　12～20日 ルパン三世 PART4 セレクション
21～28日 銀魂 セレクション　29日～ ♦恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー

8 1日 銀魂 橋田屋篇　4～20日 ♦まじっく快斗1412 ※11日 銀魂 紅桜篇 (～10:00)
21日～ ♦ポケットモンスター(2019年) 1話からおさらい

9 1～21日 ♦ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA　22日～ ♦るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

10 ドラゴンボール超 ※11日 銀魂 芙蓉篇 (～11:30)

11 ～27日 あひるの空  ※11日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ セレクション(11:30～)
28日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ)

0 ～6日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
7・8日 ♦OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 　11日～ ♦弱虫ペダル

1 1日 銀魂 橋田屋篇　4～20日 ♦まじっく快斗1412　21日～ ♦ポケットモンスター(2019年) 1話からおさらい

2 1～21日 ♦ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA　22日～ ♦るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

3 ドラゴンボール超

4 30
～20日 ルパン三世 PART4 セレクション　21日～ 銀魂 セレクション
～27日 あひるの空　28日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ)

5 30
情報

「ホビッチョ !」いま話題のおもちゃ・
ゲーム・お菓子・イベントなどの最新
情報を紹介する、キッズ向け情報番組。

 初放送 /オススメ 
 ♦ =1話スタート
映画・劇場版

【放送休止時間】
11日 深夜 1：00～7：00

土 2・9・16・23・30

6
30

ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

45

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
おじゃる丸 セレクション

7
30

～16日 ウルトラマントリガー 
NEW GENERATION TIGA

23日～ まじめにふまじめ　かいけつゾロリ 
セレクション

ガル学。～ガールズガーデン～

8 30
パウ・パトロール

45
ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！
リズスタ -Top of Artists ! -

9 それいけ！
アンパンマン

10
30
子育てTV ハピクラ
※2・9・30日 ハピクラタイム Olá ! マウリシオ TV

11
ヒーリングっど♥プリキュア

30
ワッチャプリマジ！

12

～

1

♦ざんねんないきもの事典
2日 #1～#11（～1:30）
9日 #12～#25

2日 みんなにおススメ!新作映画2022年 夏 !
～ アニメ映画がどエラいことに !～（1:30～）

16日 おまえうまそうだな
23日 あなたをずっとあいしてる
30日 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン！

2 30
ガル学。～ガールズガーデン～
2日 映画おしりたんてい 
スフーレ島のひみつ

9日～ ♦おしりたんてい(第3期)3 30
ドラゴンボール超

4 30
ハクション大魔王２０２０

5
30

～9日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

16日～ ♦恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー
妖怪ウォッチ♪

6 30
まじっく快斗1412
ポケットモンスター(2019年)

7

～

8

～9日 鋼の錬金術師 FULLMETAL 
ALCHEMIST(～8:00)
るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－
(8:00～)

16日 ♦OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL 
ALCHEMIST  #1～#4(～8:30)
みんなにおススメ!新作映画2022年 夏!
～ アニメ映画がどエラいことに! ～(8:30～)

映画 妖怪ウォッチ
23日 誕生の秘密だニャン！
30日 エンマ大王と5つの物語だニャン！

9

～

10

～23日 ルパン三世 PART4 ※23日(～10:00)
23日 銀魂 セレクション(10:00～)
30日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ)

11

～

4

カードキャプターさくら 
クロウカード編
2日 #23～#34
9日 #35～#46

♦カードキャプターさくら さくらカード編
16日 #1～#12　23日 #13～#24
♦カードキャプターさくら クリアカード編
30日 #1～#11（～4:30）

5
銀魂 セレクション ※30日（4:30～5:30）
※23日 ルパン三世 PART4 セレクション（～5:30）
※23・30日 ドラゴンボール超（5:30～）

日 3・10・17・24・31

6 アイカツプラネット！

7
15
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

30
マジカパーティ

8
妖怪ウォッチ♪

30
ポケットモンスター（2019年）

9
劇場版それいけ!

アンパンマン
  3日 だだんだんと

ふたごの星 (9:30～)
10日 ブラックノーズと魔法の歌 (9:28～)
17日 すくえ！ココリンと奇跡の星 (9:27～)
24日 よみがえれバナナ島 (9:27～)
31日 とばせ！希望のハンカチ (9:30～)

10 30
3日 みんなにおススメ!新作映画2022年 夏 !

～ アニメ映画がどエラいことに! ～
10日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション

11 3日 パウ・パトロール セレクション
10日～♦おしりたんてい(第3期)

12

～

1

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
  3日 「破壊の繭とディアンシー」
10日 「光輪（リング）の超魔神 フーパ」
ポケモン・ザ・ムービーXY&Z 
17日 「ボルケニオンと

機巧（からくり）のマギアナ」
劇場版ポケットモンスター 
24日 キミにきめた！
31日 みんなの物語

2

映画おしりたんてい
3日 テントウムシいせきの なぞ (～2:50)
スフーレ島のひみつ (2:50～3:40)

♦リズスタ -Top of Artists ! - 
1話からおさらい
10日 #1～#4　
17日 #5～#8
♦ざんねんないきもの事典 
24日 #1～#11(～3:30)　
31日 #12～#25(～3:55)

3
10・17日 パウ・パトロール セレクション
24日 みんなにおススメ!新作映画2022年 夏 !

～ アニメ映画がどエラいことに !  ～ (3:30～)

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5
30

45
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

6

～

0

♦鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
  3日 #1～#14
10日 #15～#28
17日 #29～#42
24日 #43～#56
31日 #57～#64(～10:00)

31日 ♦OVA 鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST
#1～#4(10:00～11:30)
銀魂 セレクション（11:30～）

1

～

2

～17日 弱虫ペダル ※17日（～2:00）
17日 銀魂 セレクション（2:00～）
24日～ ♦弱虫ペダル GRANDE ROAD

3

～

5
スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

劇場版それいけ！アンパンマン
32作品一挙放送
劇場版それいけ！アンパンマン
21日 キラキラ星の涙
22日 ばいきんまんの逆襲
25日 とべ！とべ！ちびごん
26日 つみき城のひみつ
27日 恐竜ノッシーの大冒険
28日 リリカル★マジカルまほうの学校
29日 ゆうれい船をやっつけろ！！

11:30～夏休み特別編成

ポケモン映画 23作品一挙放送
劇場版ポケットモンスター
21日  「ミュウツーの逆襲」完全版
22日 「幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)」
25日 「結晶塔の帝王 エンテイ」
26日 「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」
27日 「水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス」

3:00～夏休み特別編成

劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション
28日「七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ」
29日「裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス」

 番組内容及び、放送時間などは予告なく変更になる場合があります。詳しくはwww.kids-station.comでご確認ください。

2022.7

※配信元の都合によりモノクロ版の掲載となります、ご了承下さい


