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都合により番組の内容・日時が変更あるいは中止されることがあります。ご了承ください。

【今月のおすすめ番組】

「なとり潮風通信」と「仙台まちめぐり」を1本にまとめ、情報をボリュー
ムアップしてお届けす
る「仙台名取まちめく
り」が5月よりスタート
します。
ぜひ、ご覧ください。

地域情報番組
仙台名取まちめぐり
5/1～ 月 後4:30～4:45i

（制作: ）

生中継!!第39回仙台・青葉まつり　
～仙台すずめ踊り 定禅寺宵流し～
杜の都の初夏を彩る市民のお祭り「仙台・青葉
まつり」を生中継でお届けします。躍動感溢れ
るすずめ踊り、幻想的な美しさの仙台木遣りや
仙台宵山鉾巡行などを定禅寺通りより、5時間
の生中継でお届けします。
※番組時間、内容が変更となる場合がございます。

生中継!!第39回仙台・青葉まつり
～仙台すずめ踊り 定禅寺宵流し～
5/20 土 後3:00～8:00

（制作: ）

宮城県内の過去の出来事やメ
ディア、風俗習慣に着目し、
昭和時代に見て、聞いて知っ
てはいるが、記憶から欠如し、
内情が分からなくなった事柄
をナビゲーターが、深く掘り
起こし記憶の蘇りを補完して
いき取材VTRや新聞資料を基
に郷土メディア研究者とトー
ク検証する。

地域情報番組
みやぎ昭和ノスタルジック紀行
5/1～ 月 後7:00～7:30i

（制作: ）

写真提供：仙章堂

非地上波チャンネル歴代最高
視聴率1位を記録し、社会現
象を巻き起こした大ヒットド
ラマ「スカイキャッスル」。
上流階級のうち、選ばれた者
しか住むことのできない「ス
カイキャッスル」。
そこで繰り広げられる親たちの受験戦争、見栄とプライドが描か
れた人気ドラマ「スカイキャッスル～上流階級の妻たち～」をお届
けします。

H「スカイキャッスル～上流階級の妻たち～」
5/1～ 月 後0:00～0:30i
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名取市文化会館で4月22日（土）に行われたNHKのどじまん予選会の模様をお届けします。
事前に選考された出場者が、本選に向けて自慢の歌声を披露します。
予選会の模様をじっくりご覧いただけるキャット・ヴィならではの特別企画です。
ぜひお見逃しなく！
〇前編　放送日
　5月13日（土）後2:00～4:00
　5月18日（木）後5:00～7:00
　5月25日（木）後5:00～7:00
　5月27日（土）後2:00～4:00

特別番組
「NHK のどじまん」予選会in名取市
5/13～ 土 後2:00～4:00i

（制作: ）

予選会

〇後編　放送日
　5月14日（日）後2:00～4:00
　5月19日（金）後5:00～7:00
　5月26日（金）後5:00～7:00
　5月28日（日）後2:00～4:00

●5月の放送カレンダー

チャンネル

時間 月〜日

1〜21 ショップチャンネル

21〜22 上記タイムテーブルと同様

22〜23 QVC

23〜1 ショップチャンネル

地上デジタル
CH
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月 火 水 木 金 土 日
1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28

9
00 テレビショッピングほか みんなのテレビ テレビショッピングほか みんなのテレビ テレビショッピングほか テレビショッピングほか テレビショッピングほか

930 しずちゃんの静岡を
もっと食べたい！

仙台名取まちめぐり みやぎ昭和
ノスタルジック紀行

まいタウン錦ケ丘 亮と優の静岡をゆる～く
走りませんか？

仙臺しごとびと 仙臺しごとびと
45 美肌県島根に行こう 美肌県島根に行こう 我ら海游人 すわSPA!～温泉のススメ～

10
00 みんなのテレビ あいラブせんりゅう みんなのテレビ 横浜ミストリー みんなのテレビ <<釣りバカZ みんなのテレビ

1030 まいタウン錦ケ丘 テレビショッピング
ほか

仙台名取まちめぐり テレビショッピング
ほか

まいタウン錦ケ丘 仙台名取まちめぐり まいタウン錦ケ丘
45 仙臺しごとびと すわSPA!～温泉のススメ～ すわSPA!～温泉のススメ～ 美肌県島根に行こう 我ら海游人

11 00 QVC 11

0
00 HSKYキャッスル～上流階級の妻たち～

0
30 インフォマーシャル 亮と優の静岡をゆる～く

走りませんか？ インフォマーシャル キャットヴィ
インフォメーション インフォマーシャル 亮と優の静岡をゆる～く

走りませんか？
神奈中バスで移動中！

ハイパー

1 00 テレビショッピングほか 130 テレビショッピングほか

2
00 湯めぐりみやぎ 神奈中バスで移動中！

ハイパー
亮と優の静岡をゆる～く

走りませんか？
まりえさん！しずよ社長が

お出かけですよ！
みやぎ昭和

ノスタルジック紀行 神奈中バスで移動中！ハイパー LET'S TRY FISHING 2
30 釣りバカＺ すわSPA!～温泉のススメ～他

55：♯ずぅーっと ぼぉーっと
藤波辰爾の歴史探訪 釣りバカＺ しずちゃんの静岡を

もっと食べたい！
湯めぐりみやぎ 時をかけるアメマ!

寛平さんぽ

3 00 テレビショッピングほか 330 テレビショッピングほか

4
00 みんなのテレビ 仙ぶら みんなのテレビ みやぎ昭和ノスタルジック紀行 みんなのテレビ みやぎ昭和ノスタルジック紀行 みんなのテレビ

430 仙台名取まちめぐり みやぎ昭和
ノスタルジック紀行

まいタウン錦ケ丘 うらうらとゆく
～島根半島四十二浦を巡る旅～

仙台名取まちめぐり
LET'S TRY FISHING

仙台名取まちめぐり
45 ぢょにーの生き物図鑑 仙臺しごとびと ぢょにーの生き物図鑑 すわSPA!～温泉のススメ～

5
00 ★お試し放送

ファミリー劇場 みんなのテレビ 沖縄よんな街歩き
みんなのテレビ

●ゴジや！
まいどおおきに

リクエスト
ミュージックジャパン

ＴＶ

みんなのテレビ 魚っちんぐ
530 亮と優の静岡をゆる～く

走りませんか？
まいタウン錦ケ丘

魚っちんぐ
仙台名取まちめぐり まいタウン錦ケ丘

仙ぶら
45 仙臺しごとびと 仙臺しごとびと 仙臺しごとびと

6
00 神奈中バスで移動中！

ハイパー 藤波辰爾の歴史探訪 スギちゃんの
市原が熱いんだぜぇ LET'S TRY FISHING みやぎ昭和

ノスタルジック紀行
リターンズ

BONBON-TV
6

30 拝見出羽
テレビんだず！ BONBON-TV あいラブせんりゅう <時をかけるアメマ!

寛平さんぽ
DANCE ALIVE

HERO'S

7
00 みやぎ昭和

ノスタルジック紀行
DANCE ALIVE

HERO'S
まりえさん！しずよ社長が

お出かけですよ！ 沖縄よんな街歩き BONBON-TV 藤波辰爾の歴史探訪 ★お試し放送
ディスカバリーチャンネル
�ヒストリーチャンネル

7
30 時をかけるアメマ!

寛平さんぽ 神保町歌謡POPS倶楽部 湯めぐりみやぎ BONBON-TV DANCE ALIVE
HERO'S

しずちゃんの静岡を
もっと食べたい！

8
00

MJTV(ミュージック
ジャパンTV）

MJTV(ミュージック
ジャパンTV）

MJTV(ミュージック
ジャパンTV）

★お試し放送
ナショナル

ジオグラフィック

神保町歌謡POPS倶楽部 TDNプレゼンツ <藤波辰爾の歴史探訪
830 ★お試し放送

ファミリー劇場 仙ぶら 横浜ミストリー

9
00 仙ぶら まりえさん！しずよ社長が

お出かけですよ！ BONBON-TV みんなのテレビ 亮と優の静岡をゆる～く
走りませんか？

DANCE ALIVE 
HERO'S 釣りバカＺ

930 まいタウン錦ケ丘 我ら海游人 仙台名取まちめぐり まいタウン錦ケ丘 仙台名取まちめぐり
BONBON-TV 亮と優の静岡をゆる～く

走りませんか？45 仙臺しごとびと 美肌県島根に行こう 美肌県島根に行こう 仙臺しごとびと 仙臺しごとびと

10
00 BONBON-TV みんなのテレビ 魚っちんぐ みやぎ昭和ノスタルジック紀行 ★お試し放送

5スーパー！ドラマTV
アニマルプラネット

みんなのテレビ みやぎ昭和ノスタルジック紀行
1030 沖縄よんな街歩き

こんにちは！ベンビーです。
仙台名取まちめぐり 時をかけるアメマ!

寛平さんぽ
DANCE

ALIVE HERO'S 魚っちんぐ まりえさん！しずよ社長が
お出かけですよ！45 キャットヴィインフォメーション

11〜

翌9
00 ＱＶＣ（23：00～翌9：00）

11〜

翌9

※都合により番組の内容・日時が変更あるいは中止されることが
　あります。ご了承ください。

チャンネル

仙台・宮城で活躍す
る企業のリーダーや
経営者を月替わりで
ご紹介。
5月は、建設作業の安
全を見守り、教育指
導やコンサル業務な
どを手掛ける「安全教育センター」取締役会長の佐々木
登様にお話を伺います。

「みんなのテレビ」は、
「視聴者による視聴者
のための番組」です。
誰もが気軽に出演し、
情報を発信できる番
組です。
仙台の人と街を紹介
するコーナー「仙ぶら」や「ゆめぐりみやぎ」仙台近郊の
イベントや活動情報などを紹介しています。

～仙台・宮城で活躍する企業のリーダー・経営者の紹介～
仙臺しごとびと
5/1～ 月 前10:45～11:00i

地域情報番組
みんなのテレビ 
5/1～ 月 前10:00～10:30i

（制作: ） （制作: ）

　　　　    　チャンネルでは緊急情報を放送しています。
−地震情報・津波予報・気象警報など−

【情報内容】
地震情報（震度速報、震源情報など）　津波情報（津波予報、津波到着予想時刻）
気象警報（大雨、洪水、暴風、大雪など）　火山情報（火山観測情報）
※気象庁から発表される全国・地元エリアで発生した緊急災害情報を放送画面へスクロール表示。

��NHKのどじまん予選会
in名取市 (前編）

�仙台青葉まつり
生中継

（時間変更の場合があります）

��NHKのどじまん予選会
in名取市 (後編）

��NHKのどじまん予選会
in名取市 (前編）

��NHKのどじまん予選会
in名取市 (後編）

6 仙台CATV 7仙台CATV


