
立科・望月地区の保育園・幼稚園の日ごろの
園生活をお伝えします。

たてしな保育園「年長児自然観察」  21日～

8:00～・12:00～・17:00～・19:00～・23:00～放送時間
8:00～放送時間

木曜日放送日

土曜日放送日
8:00～・19：30～放送時間日曜日放送日

北佐久歯科医師会の先生方に、健康な歯でい
るための様々な知識を学びます。
今月は、「口腔機能を知ればあなたの未来が見
える」をテーマにお伝えします。

東北信地域の高校生による
バンド演奏会です。今年は
40バンドが出演し、迫力あ
る演奏を披露しました。ぜ
ひ、ご覧ください。

東信地域の高校生による音楽会演奏会です。
（制作：㈱上田ケーブルジョン）

月曜日 4日、11日、18日、25日放送日

12：30～・19：00～・23：30～放送時間

火曜日放送日 15:00～放送時間

金曜日放送日 19:30～放送時間

【出演】

ながい歯科医院
永井 敏先生

「たてしな風の子環境フェア2022」を紹介します。
 16日（土）～

歯・歯・歯の時間

土曜日放送日 12:00～・17:00～・23:00～放送時間
日曜日放送日 12:00～放送時間
月曜日放送日 19:30～放送時間
火曜日放送日 12:30～・14：30～放送時間
水曜日放送日 12:30～放送時間
木曜日放送日 15:30～放送時間

火曜日放送日 13:00～放送時間
月曜日放送日 13:00～放送時間

水曜日放送日 13:00～・23:30～放送時間
木曜日放送日 13:00～放送時間 金曜日放送日 23:30～放送時間
土曜日放送日 19:00～放送時間 日曜日放送日 19:00～放送時間

佐久警察署・駐在所・交通安
全協会・川西防犯協会からの
広報番組です。今月は川西
交通安全協会から「夏の交
通安全やまびこ運動」につい
てお話をしていただきます。

16日（土）～

安心安全１１０番
私たちが、日ごろ気を付け
るポイントなどをお伝えし
ます。今月は「水の事故
」について川西消防署 
救急係 島田署員にお話
をしていただきます。

川西消防119川西消防119

月曜日 4日、11日、18日、25日放送日

8：00～・12：00～・17：00～・23：00～放送時間

火曜日放送日 15:30～放送時間 金曜日放送日 12:30～放送時間

土曜日放送日 19:30～放送時間

●火災保険・自動車保険・生命保険・
　年金保険
●各種許認可申請手続
●不動産業　●成年後見人

行 政 書 士
保険代理店小林事務所

立科町大字芦田732-5
TEL.0267-56-3465　FAX.0267-56-2650

蓼科ケーブルビジョン株式会社

0267-56-3101
E-mail：info@tcv21.co.jp　HP：http：//www.tcv21.co.jp

電
話

お問い合せ
お申し込みは北佐久郡立科町山部364-40

お気軽にご連絡ください 蓼科ケーブルビジョン 検索

IP電話.050（3583）0228　有線.5722

①地上デジタル放送
②BSデジタル
③コミュニティチャンネル
④専門チャンネル

蓼科ケーブルビジョン料金表
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基本チャンネルプラン 月額：2,640円（税込）
STBを購入して頂くため今までの利用料でご覧いただけます。新たな料金は、かかりません。
（STBのレンタルはございません。STBをご購入ください。）※月額料金にNHKの受信料は含まれません。

専門チャンネル追加パック

月額：3,520円（基本料金2,640円（税込）＋STB購入の場合880円（税込））
※デジタルパックサービスのご利用につきましては、STB一台ごとに買取りの場合は880円（月額）
　レンタルの場合は1,430円（月額）がかかります。

蓼科ケーブルビジョン

インターネットサービス料金表
［一般契約（一戸建て等）］

ケーブルテレビ
ご加入者様

通信速度 月額利用料サービス名

100Mbpsヴィーナスコース 5,500円（税込）
30Mbpsプレミアムコース 4,070円（税込）
2Mbpsスタンダードコース 2,640円（税込）

通信速度

100Mbps
30Mbps
2Mbps

サービス名

ヴィーナスコース
プレミアムコース
スタンダードコース

月額利用料

6,600円（税込）
4,840円（税込）
3,410円（税込）

インターネット
サービスのみ
をご利用いただく場合

※こちらの料金表の金額は税込金額です。

※1.テレビサービスをご利用頂く場合は、インターネットサービス利用料の他に、テレビのサービス利用料が別途かか
ります。※2.モデムはレンタルのみとなります。モデムのレンタル料金は月額利用料に含まれます。※3.通信速度に関しま
しては、最高の環境におけるベストエフォード型ですので、常に最高の通信速度を保証するものではありません。※4.ご
利用サービスの変更に際し、より高速なサービスへご利用コースを変更される場合には、変更手数料は発生しません
が、低速なサービスへご利用コースを変更される場合は、変更手数料として3,300円（税込）（一時金）がかかります。

FMとうみ
78.5MHz

放送チャンネル
放送周波数

SBCラジオ（1,062kHz）
79.0MHz

FMラジオ放送の放送チャンネル
及び放送周波数

FM長野
79.7MHz

FM東京
80.5MHz

NHKFM（長野）
84.0MHz

NHKラジオ第一（1,341kHz）
78.0MHz

NHKラジオ第ニ（1,602kHz）
77.5MHz

発行所/長野県北佐久郡
立科町山部364-40
蓼科ケーブルビジョン（株）
TEL0267-56-3101
FAX0267-56-3110
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技術コンサルタント・施工・保守 ［電気、情報通信、土木建築、環境保全］

本 店：名古屋市瑞穂区洲雲町4-45 Tel.052・852・6911（代）
長野支社：長野市吉田1-8-15　　　Tel.026・241・0906（代）

再生可能エネルギー発電事業 地域熱供給事業
事 業 内 容

届ける、を支える。
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4Kチューナー販売開始‼
外付けＵＳＢハードディスクの録画や
動画配信サービスに最適です。

今
月
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午前の部
（放送日時）
 5日（火）13日（水）24日（日）… 20：00～
 9日（土）30日（土）…………… 14：00～
 10日（日）18日（月） ………… 9：00～
午後の部
（放送日時）
 6日（水）22日（金）…………… 9：00～
 9日（土）14日（木）25日（月）… 20：00～
 10日（日）31日（日） ………… 14：00～

第1コミュニティチャンネル!!

第２コミュニティチャンネル！

今
月
の
目
玉
番
組

高校球児の熱い夏の1ページ
今年も、第104回全国高等学校野球選手権長野大会の模
様を、生中継、録画放送でお送りします。
詳しい放送予定は、ホームページをご確認ください。

第104回
全国高等学校野球選手権
長野県大会

第104回
全国高等学校野球選手権
長野県大会

（生中継）蓼科・軽井沢VS須坂創成
（放送日時）　7月12日（火）14：00～　など

生中継

「6月生まれ」 

毎日放送日 18：00～放送時間

たてしな保育園 「お誕生会」

6月生まれのお誕生会の様子をご紹介し
ます。

（放送日時）
1日（金）7日（木）31日（日）……… 20：00～
3日（日）8日（金）11日（月）……… 9：00～

水道家関ちゃん津金寺観音寄席
善光寺「お血脈」の由来
水道家関ちゃん津金寺観音寄席
善光寺「お血脈」の由来

第77回東信合同音楽会第29回長野県高等学校
軽音楽系クラブ合同演奏会　
Power Live 2022 
東北信大会パート①②③

（制作：㈱信州ケーブルテレビジョン）

パート① （放送日時） 16日（土） 9：00～
  17日（日） 14：00～
  20日（水） 20：00～
パート② （放送日時） 16日（土） 14：00～
  17日（日） 20：00～
  21日（木） 9：00～
パート③ （放送日時） 16日（土） 20：00～
  17日（日） 9：00～
  21日（木） 20：00～


