
ネットとセットでUQmobileの
スマホ料金が割引に！

自宅セット割 

★店舗もしくはインターネットでのお申込みが必要です。　
◎その他条件など、詳しくは弊社皇徳寺ケーブルテレビ、またはUQ取扱店スタッフ・UQホームページへお問合せください。

12月号 Vol.201
発行日 ２０22年12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。

12月のおしらせ
地域の方へ

情報
発信中

！

EVENT
INFORMATION

【お問合せ】 皇徳寺校区コミュニティ協議会事務局
（月･水･金 10：00～12：00） 電話・FAX 099-837-2989　

20231月31日（火）まで
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テレビ･インターネット
・電話 全部あわせて！

永田川清掃　 餅つき大会　
集合場所：今村橋駐車場前(川口公民館の向かい側)
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 マスク持参をご持参ください。

日　    時：令和4年12月4日（日） 7：00～9：00

青少年健全
育成大会　

みんなで
キレイに！

開催場所：皇徳寺小学校(体育館前集合)
参加希望の皇徳寺校区にお住まいの皆さまは
午前9時までに餅つきが出来る服装でお越しください。
※小雨決行 飲み物･マスクをご持参ください。

日　    時：令和4年12月4日（日） 9：30～

【お問合せ】 宮川校区コミュニティ協議会事務局 
                TEL/FAX.099-811-0571

〔情報提供〕 
鹿児島県警察本部サイバー犯罪対策課　
                TEL.099-206-0110

詳細は「ＱＲコード」読み込んでご覧下さい。
 

サイバー
犯罪

気をつけ
て！

※3年間のご利用お約束頂いた場合。　期間内に解約の場合は、残工事費をいただきます。 
※お客様のご加入条件によってはお受けできない場合があります。

自宅セット割 au・UQの方はさらにオトク！

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

通常料金6,830円が…

4.500円（税別）
　　　　         （税込4,950円）

通常料金9,830円が…

6.900円（税別）
　　　　          （税込7,590円）

★実質工事費無料　テレビの基本料金も含みます
★Wi-Fiが使い放題で制限無し！しかも無料！



https://koutokuji.tv

初放送 /オススメ ♦ 1話スタート 映画・劇場版2022.12

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。

6・13・
20・27

5・12・
19・26

7・14・
21

1・8・
15・22

2・9・
16・23金月 木水火

6 30

れいぞうこのくにのココモン
※27日 マーシャとくま セレクション
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
※27日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

7 30

～26日 ふるさと再生　日本の昔ばなし
27日 パウ・パトロール セレクション(～8:00)
～26日 マジカパーティ

8 30

～22日 ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA
23～27日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション
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

10

15
ゴーゴー！のりものタウン

30

～20日 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
21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
～8日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ
9日～ パウ・パトロール (～11:00)

45
～8日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション

11 
30

～20日 ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン１
21日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン２
それいけ！アンパンマン

12 30 情報

1
ヒーリングっど♥プリキュア

30
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
※27日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ セレクション

2 子育てTV ハピクラ
30
それいけ！アンパンマン

3

30

～1日 ポケットモンスター サン＆ムーン(～4:00)
2～20日 ♦もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ 

第1シリーズ (～4:00)※20日(～3:30)
21・22日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ セレクション
23～27日 情報
20～27日 マーシャのものがたり セレクション

4 30

～6日 銀魂 (～5:00) ※6日(～4:30)
7日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
6～8日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション
9日～ パウ・パトロール

5 イナズマイレブン

6
～7日 キャプテン翼
8日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ) ※26日(～6:30)
※26日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ セレクション(6:30～)

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
リズスタ 
-Top of 
Artists!-

新幹線変形ロボ 
シンカリオンＺ

ポケット
モンスター
(2019年)

妖怪
ウォッチ♪

ガル学。
～ガールズ
ガーデン～

30
～20日 ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン１(二か国語版)
21日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン２(二か国語版)

8
ポケットモンスター
※26日 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と

5つの物語だニャン！(～9:45)

9
～1日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※1日(～9:30)
1～19日 ♦弱虫ペダル GLORY LINE ※1日(9:30～) 
20日～ ♦まじっく快斗1412

10
カードキャプターさくら クロウカード編
※19日 銀魂 セレクション(～10:30)

ルパン三世 PART4 セレクション(10:30～)
※26日 銀魂 紅桜篇 (～0:00)

11 ～16日 ドラゴンボール超 ※16日(～11:30)
16日 銀魂 セレクション(11:30～)　19日～ ♦あらいぐまラスカル

0
～7日 キャプテン翼
8日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ) ※26日(～0:30)
※26日 ルパン三世 PART4 セレクション(0:30～)

1

ポケットモンスター
※26日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ セレクション(～1:30) 
映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と

5つの物語だニャン！(1:30～3:15)

2
～1日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※1日(～2:30)
1～19日 ♦弱虫ペダル GLORY LINE※1日(2:30～)
20日～ ♦まじっく快斗1412 

3
カードキャプターさくら クロウカード編
※19日 銀魂 セレクション(～3:30)

ルパン三世 PART4 セレクション(3:30～)
※26日 銀魂 紅桜篇 (3:30～5:30)

4
30

～22日 ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA
23・27日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ セレクション
～16日 ドラゴンボール超 ※16日(～5:00)
16日 銀魂 セレクション(5:00～)　19日～ ♦あらいぐまラスカル5 30
情報

土 3・10・17・24

6 30

45

ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション
※24日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！

ゴマちゃん 第4シリーズ 
クリスマスセレクション

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
～17日 れいぞうこのくにのココモン 

セレクション
24日～ れいぞうこのくにのココモン２ 

セレクション

7
あらいぐまラスカル

30
もっと！まじめにふまじめ 
かいけつゾロリ 第1シリーズ

8 30
パウ・パトロール
リズスタ -Top of Artists!-

9

30

それいけ！
アンパンマン

10 子育てTV ハピクラ

11

30

45

ヒーリングっど♥プリキュア
3日～ ♦キャッチ！ティニピン
3～17日 れいぞうこのくにのココモン 

セレクション
24日～ れいぞうこのくにのココモン２ 

セレクション

12

～

1

  3日 劇場版 おさるのジョージ5/
めざせカウボーイ

10日 人体のサバイバル！(～0:55) 
深海のサバイバル！(0:55～)

17日 さよなら、ティラノ
24日 劇場版オトッペ

パパ・ドント・クライ 

2
30

もっと！まじめにふまじめ 
かいけつゾロリ 第1シリーズ
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

3 30
～17日 ドラゴンボール超 
24日 まじっく快斗1412 クリスマス

セレクション(～4:00)
銀魂 クリスマスセレクション
(4:00～)

4

5 30
アニメ ボス・ベイビー
妖怪ウォッチ♪

6 30
おしりたんてい(第1期)

ポケットモンスター(2019年)

7

～

8

  3日 映画 妖怪ウォッチ 
誕生の秘密だニャン！

10日 劇場版 ダーウィンが来た！
～アフリカ新伝説～ 

17日 恐竜超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！ 

24日 驚き！海の生きもの超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！ 

9

～

10
宇宙兄弟

11 

～  

4

ドラゴンボール超
  3日 #109～#120
10日 #121～#131(～4:30)
♦まじっく快斗1412
17日 #1～#12
24日 #13～#24

5 銀魂 セレクション ※10日(4:30～)

日 4・11・18・25

6

アニメ ボス・ベイビー
30
4日～ ♦キャッチ！ティニピン

45
4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

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
15
アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
マジカパーティ

30

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
  4日 勇気の花がひらくとき

(9:33～)
11日 人魚姫のなみだ (9:33～)
18日 ゴミラの星 (9:28～)
25日 キラキラ星の涙

10

11 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

12

～
1

劇場版ポケットモンスター 
ベストウイッシュ 
  4日 「ビクティニと白き英雄 レシラム」
11日 「キュレムＶＳ（たい）聖剣士 

ケルディオ」
18日 「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」
ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
25日 「破壊の繭とディアンシー」

2

～

3

  4日 劇場版 「まじめにふまじめ
かいけつゾロリ　
なぞのお宝大さくせん」(～3:00)

映画かいけつゾロリ
  4日 うちゅうの勇者たち (3:00～)
11日 だ・だ・だ・だいぼうけん!
18日 まもるぜ!きょうりゅうのたまご
25日 ＺＺ（ダブルゼット）のひみつ

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2期)
アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

6

～

11

♦あひるの空
  4日 #1～#12
11日 #13～#24
18日 #25～#37(～0:30)
25日 #38～#50(～0:30)

0 銀魂 セレクション ※18・25日(0:30～)

1

～

2
4日～ ♦ハクション大魔王２０２０

3

～

4

～4日 カードキャプターさくら 
クロウカード編 ※4日(～3:30)

4日～ ♦カードキャプターさくら 
さくらカード編 ※4日(3:30～)

5
30
4日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！

ゴマちゃん 第3シリーズ 
セレクション 

水 28・木 29・金 30・土 31
年 末 特 別 編 成

6 30

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～ セレクション
ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

7

～

8
♦もっと！まじめにふまじめ 
かいけつゾロリ 第1シリーズ

9

～

10

劇場版それいけ！アンパンマン
28日 人魚姫のなみだ（9:34～）
29日 ゴミラの星（9:29～）
30日 おもちゃの星のナンダとルンダ（～10:15）
31日 ブルブルの宝探し大冒険！

30日 ごっこランドTV　
～冬スペシャル2022 ～（10:15～）

11

～

12

28日 みつばちマーヤの大冒険
29日 みつばちマーヤの大冒険２　

ハニー・ゲーム
30日 小さなバイキング ビッケ
31日 人体のサバイバル！（～11:55）

深海のサバイバル！（11:55～）

1

～

2

映画プリキュア
28日 映画プリキュアミラクルリープ 

みんなとの不思議な1日
29日 映画ヒーリングっど♥プリキュア 

ゆめのまちでキュン！っとGoGo！
大変身!!（～2:16）
映画トロピカル～ジュ！プリキュア プチ 
とびこめ！コラボ♥ダンスパーティ！
（2:16～）

30日 劇場版 おさるのジョージ
31日 劇場版 おさるのジョージ2/ 

ゆかいな大冒険!

3

～

4

28日 おまえうまそうだな
29日 あなたをずっとあいしてる
30日 さよなら、ティラノ

映画かいけつゾロリ
31日 劇場版「まじめにふまじめかいけつゾロリ　

なぞのお宝大さくせん」（～4:00）
映画かいけつゾロリ　
うちゅうの勇者たち（4:00～）

5

～

6

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ
28日 「破壊の繭とディアンシー」
29日 「光輪（リング）の超魔神 フーパ」

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ＆Z
30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
31日 キミにきめた！

7 ♦おしりたんてい(第1期)

8

～

5

♦弱虫ペダル 全38話一挙放送
28日 ＃1～＃21
29日 ＃22～＃38（～4:00）

♦弱虫ペダル GRANDE ROAD 
全24話一挙放送
29日 ＃1～＃4（4:00～）
30日 ＃5～＃24

劇場版 弱虫ペダル
31日 （9:00～10:50）

弱虫ペダル SPARE BIKE
31日 （10:50～0:00）

♦弱虫ペダル NEW GENERATION 
全25話一挙放送
31日 #1～#12（0:00～6:00）

ご視聴に関する
お問い合わせ

※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


