
チャンネル番号

111 わたらせチャンネル
地域の話題満載でお届けします。

5 2023
May.

問い合わせ先 ▶わたらせテレビ株式会社 　　0120-99-4111
HP : www.watv.co.jp   Mai l : broad@02.watv.ne.jp

※番組の放送内容、日時などは変更されることがあります。ご了承下さい。
※対戦など番組詳細はEPGでご確認ください。

1 2 3 4 5 6 7 8
月 火 水・祝 木・祝 金・祝 土 日 月

5.50 元気アップ☆体操
6.00 わたらせevery　　　【行政】〈6.10〉太田市お知らせ　　　〈6.15〉足利市お知らせ

あ
さ

25 【商工業】太田商工業インフォ　　　〈6.30〉足利商工会議所ニュース
7.00 【地域情報】ワッティブニュース／アマチュア映像通信　第９回手作り映画で観る足利・両毛「赤城山長七郎をスノーシュー」飯塚康男（足利市） 7.00 ワッティブニュース／スポーツ魂　Yoga studio ONE
45 わくわくキッズ　にし保育所こすもす組のおともだち 7.45 旭幼稚園さくら１組
8.00 全国CATV通信　近隣地域の情報番組、県政番組、CSおすすめナビ　他 8.00 全国CATV通信 8.00 全国CATV通信8.15
9.25 わたらせevery 8.45 9.25 わたらせevery
35 わくわくキッズ　にし保育所こすもす組のおともだち　　　〈9.50〉元気アップ☆体操 【生中継】 第９４回都市対抗野球 第一次予選 栃木県大会

会場/宇都宮清原球場
制作：栃木県CATV連絡協議会

35 旭幼稚園さくら１組
10.00 伊勢美し国から　松坂城跡の二大レジェンド 10.00 伊勢美し国から
15 LRTで宇都宮旅　ライトライン情報局 10.15 栃木市「うらら」 15 栃木市「うらら」
30 採れたて新鮮スポットをご紹介！とれスポ 30 とれスポ

ひ
る

11.00 ショップチャンネル 11.00 ショップチャンネル
12.00 【地域情報】ワッティブニュー アマチュア映像通信　第９回手作り映画で観る足利・両毛「赤城山長七郎をスノーシュー」 12.00 ニュース
45 【行政】太田市お知らせ　　　〈12.50〉足利市お知らせ 45 行政おしらせ
1.00 【商工業】足利商工会議所ニュース　　　〈1.30〉太田商工業インフォ 1.00 足利商工会議所
35 わくわくキッズ　にし保育所こすもす組のおともだち　　　〈1.50〉わたらせevery 35 商工業インフォ
2.00 録画　クラブ野球選手権大会

栃木県予選
準決勝　第２試合

コットンウェイ　×　TSK宇都宮

2.00 録画　第４７回　全日本クラブ野球選手権大会
栃木予選　決勝戦

TSK宇都宮　×　全足利クラブ
会場／ヤオハンいちごパーク（鹿沼市）

2.00 足利商工会議所
茶の湯愛好会
茶の湯後援会
徳川家康と
秀忠の茶の湯

4.00 QVC
5.00 わたらせevery　　　〈5.10〉わくわくキッズ　にし保育所こすもす組のおともだち 5.00 旭幼稚園さくら１組
25 【商工業】太田商工業インフォ　　　〈5.30〉足利商工会議所ニュース
6.00 【地域情報】ワッティブニュース／アマチュア映像通信　第９回手作り映画で観る足利・両毛「赤城山長七郎をスノーシュー」飯塚康男（足利市） 6.00 ワッティブニュース／スポーツ魂　Yoga studio ONE
45 【行政】太田市お知らせ　　　〈6.50〉足利市お知らせ
7.00 足利ユースオーケストラ

第１４回　定期演奏会
指揮：工藤　俊幸

（足利ユースオーケストラ常任指揮者）
会場：あしかがフラワーパーク

7.00 鹿島園さくら祭り２０２３
収録団体

黎明座、和太鼓 華、さの秀郷太鼓保存会
桐生清桜高校和太鼓部、エイサーチーム風流
八木節女恋会、ミック林、斉藤久美子

7.00 第４４回　足利市空手道選手権大会　形の部　決勝戦

よ
る

8.00 ミュージカル富田
令和４年度　定期公演
アリエルの冒険

会場：足利市立富田小学校　体育館

8.00 足利ジュニアマーチング・バンド
Southern Cross
23th ステージライブ

会場：あしかがフラワーパークプラザ
9.00 全国CATV通信　他
10.00 わくわくキッズ　にし保育所こすもす組のおともだち 10.00 旭幼稚園さくら１組
15 【地域情報】ワッティブニュース／アマチュア映像通信　第９回手作り映画で観る足利・両毛「赤城山長七郎をスノーシュー」飯塚康男（足利市） 10.15 ワッティブニュース／スポーツ魂　Yoga studio ONE

11.00 【商工業】足利商工会議所ニュース　　　〈11.30〉太田商工業インフォ
35 【行政】太田市お知らせ　　　〈11.40〉足利市お知らせ　　　〈11.50〉わたらせevery
0.00 ショップチャンネル

■第１試合
8：30～

コットンウェイ対
鹿沼３９
■第２試合

11：00（予定）
全足利クラブ 対
ＵＫクラブ

■第１試合
９：００～
全栃木 対
全那北

■第2試合
11：30（予定）
エイジェック 対 

（コットンウェイ・鹿沼）
勝者

■第3試合
13：30（予定）

TSK宇都宮 対 宇大OB

9 10 11 12 13 14 15 16
火 水 木 金 土 日 月 火

5.50 元気アップ☆体操
6.00 わたらせevery　　　【行政】〈6.10〉太田市お知らせ　　　〈6.15〉足利市お知らせ

あ
さ

25 【商工業】太田商工業インフォ　　　〈6.30〉足利商工会議所ニュース
7.00 【地域情報】／ワッティブニュース／スポーツ魂　Yoga studio ONE 柔軟性を高めるヨガ 7.00 【地域情報】ワッティブニュース／人形劇・子どもフェスティバル出演団体紹介　パート１
45 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら１組のおともだち 7.45 キッズ　わかば保育園さくら組
8.00 全国CATV通信　近隣地域の地域情報番組、県政番組、CSおすすめナビ　他 8.00 全国CATV通信 8.00 全国CATV通信　近隣地域の地域情報番組、

県政番組、CSおすすめナビ　他8.45 【生中継】　　
9.25 わたらせevery 第94回

都市対抗野球
第一次予選
栃木県大会

会場／宇都宮清原球場

■準決勝第１試合
9：00～

■準決勝第２試合
11：30（予定）

※雨天時は
スライド放送

制作：栃木県CATV
連絡協議会

9.25 わたらせevery
35 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら１組のおともだち　　　〈9.50〉元気アップ☆体操 30 旭幼稚園さくら１組 9.35 わかば保育園さくら組〈9.50〉元気アップ☆体操

10.00 神主と学ぶ日本神話 9.45 【生中継】　　 10.00 神主と学ぶ日本神話
15 館林市の地域情報「うらら」 第94回都市対抗野球

第一次予選　栃木県大会
会場／宇都宮清原球場

決勝戦
制作：栃木県CATV
連絡協議会

15 佐野市の地域情報「ハッピー」
30 採れたて新鮮スポットをご紹介！とれスポ 30 採れたて新鮮スポットをご紹介！とれスポ

ひ
る

11.00 ショップチャンネル 11.00 ショップチャンネル
12.00 【地域情報】／ワッティブニュース／スポーツ魂　Yoga studio ONE 柔軟性を高めるヨガ 12.00 ニュース／人形劇・子どもフェスティバル団体紹介　パート１
45 【行政】太田市お知らせ　　　〈12.50〉足利市お知らせ 45 【行政】太田市お知らせ〈12.50〉足利市お知らせ
1.00 【商工業】足利商工会議所ニュース　　　〈1.30〉太田商工業インフォ 1.00 【商工業】足利商工会議所ニュース〈1.30〉太田商工業インフォ
35 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら１組のおともだち　　　〈1.50〉わたらせevery 35 わかば保育園さくら組〈1.50〉わたらせevery
2.00 国際ロータリー２５５０地区　インターシティーミーティング

講演「足利市政　これからの時代にむけて」早川尚秀市長
2.00 （講演）足利氏とゆかりのある神社仏閣について

講師：中山俊彦 氏（足利市文化財専門委員）
2.00 2.00 録画　第６４回　JABA足利市長杯

全足利クラブ出場試合
※チームの勝敗により番組内容が
変更する場合があります

WATV
プレミア

3.00 第４８回　日本ケーブルテレビアワード大賞　番組アワード

震災特番2022　食で紡ぐ宮城の明日 栄冠はおじさんに輝く～
函館大有斗２４年ぶりの甲子園

4.00 QVC
5.00 わたらせevery　　　〈5.10〉わくわくキッズ　旭幼稚園さくら１組のおともだち 5.00 わたらせevery〈5.10〉わかば保育園さくら組
25 【商工業】太田商工業インフォ　　　〈5.30〉足利商工会議所ニュース
6.00 【地域情報】／ワッティブニュース／スポーツ魂　Yoga studio ONE 柔軟性を高めるヨガ 6.00 【地域情報】ワッティブニュース／人形劇・子どもフェスティバル出演団体紹介　パート１
45 【行政】太田市お知らせ　　　〈6.50〉足利市お知らせ
7.00 録画　　第６４回　JABA足利市長杯 7.00 鹿島園さくら祭り２０２３

収録団体
黎明座、和太鼓 華、さの秀郷太鼓保存会
桐生清桜高校和太鼓部、エイサーチーム風流
八木節女恋会、ミック林、斉藤久美子

7.00 足利オペラ・リリカ　研究科
第１１期修了演奏会

出演
橋本夏摘（ソプラノ）、
端本雅（メゾソプラノ）

橋本さやか（ソプラノ） ほか

よ
る １回戦　第３試合

全足利クラブ　対　JR水戸

全足利クラブ
出場試合

※チームの勝敗により
番組内容が変更する
場合があります

10.00 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら１組のおともだち 10.00 キッズ　わかば保育園さくら組
15 【地域情報】／ワッティブニュース／スポーツ魂　Yoga studio ONE 柔軟性を高めるヨガ 10.15 【地域情報】ワッティブニュース／人形劇・子どもフェスティバル出演団体紹介　パート１

11.00 【商工業】足利商工会議所ニュース　　　〈11.30〉太田商工業インフォ
35 【行政】太田市お知らせ　　　〈11.40〉足利市お知らせ　　　〈11.50〉わたらせevery
0.00 ショップチャンネル

17 18 19 20 21 22 23 24
水 木 金 土 日 月 火 水

5.50 元気アップ☆体操
6.00 わたらせevery　　　【行政】〈6.10〉太田市お知らせ　　　〈6.15〉足利市お知らせ

あ
さ

25 【商工業】太田商工業インフォ　　　〈6.30〉足利商工会議所ニュース
7.00 ニュース／人形劇・子どもフェスティバル団体紹介　パート１ 7.00 【地域情報】ワッティブニュース／わたらせフレンズ
45 わくわくキッズ　わかば保育園さくら組のおともだち 7.45 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら２組のおともだち
8.00 全国CATV通信　佐野市・栃木市の地域情報番組、県政番組、CSおすすめナビ　他
9.25 わたらせevery
35 わくわくキッズ　わかば保育園さくら組のおともだち　　　〈9.50〉元気アップ☆体操 9.35 キッズ　旭幼稚園さくら２組　　　〈9.50〉元気アップ☆体操

10.00 「今日の論語」
15 栃木市「うらら」 10.15 館林市「うらら」 10.15 佐野市「ハッピー」
30 北の郷物語

ひ
る

11.00 ショップチャンネル
12.00 ニュース／人形劇・子どもフェスティバル団体紹介　パート１ 12.00 【地域情報】ワッティブニュース／わたらせフレンズ
45 【行政】太田市お知らせ　　　〈12.50〉足利市お知らせ
1.00 【商工業】足利商工会議所ニュース　　　〈1.30〉太田商工業インフォ
35 わくわくキッズ　わかば保育園さくら組のおともだち　　　〈1.50〉わたらせevery 1.35 キッズ　旭幼稚園さくら２組　　　〈1.50〉わたらせevery
2.00 足利ユースオーケストラ

第１４回　定期演奏会
指揮：工藤　俊幸

（足利ユースオーケストラ常任指揮者）
会場：あしかがフラワーパーク

2.00
録画　第６４回　JABA足利市長杯

全足利クラブ出場試合
※チームの勝敗により番組内容が変更する場合があります

2.00 【生中継】
令和５年
足利市議会
臨時議会

議長・副議長選出　他

2.00 ミュージカル富田
令和４年度　定期公演
アリエルの冒険

会場：足利市立富田小学校　体育館
4.00 QVC
5.00 わたらせevery　　　〈5.10〉わくわくキッズ　わかば保育園さくら組のおともだち 5.00 わたらせevery　　　〈5.10〉キッズ　旭幼稚園さくら２組
25 【商工業】太田商工業インフォ　　　〈5.30〉足利商工会議所ニュース
6.00 ニュース／人形劇・子どもフェスティバル団体紹介　パート１ 6.00 【地域情報】ワッティブニュース／わたらせフレンズ
45 【行政】太田市お知らせ　　　〈6.50〉足利市お知らせ
7.00 足利ジュニアマーチング・バンド

Southern Cross
23th ステージライブ

会場：あしかがフラワーパークプラザ

7.00 足利市民プラザ演劇祭　第４８回学校演劇祭　足利高校「Dream of you」 7.00 □再 第９４回 都市対抗野球
第一次予選

全足利クラブ　対　UKクラブ
（足利市）　　　　（宇都宮市）

よ
る

8.00 市民バレーボール祭　　中学校大会
第１試合 第２試合

9.00 全国CATV通信　佐野市・栃木市の地域情報番組、県政番組、CSおすすめナビ　他
10.00 わくわくキッズ　わかば保育園さくら組のおともだち 10.00 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら２組のおともだち
15 ニュース／人形劇・子どもフェスティバル団体紹介　パート１ 10.15 【地域情報】ワッティブニュース／わたらせフレンズ

11.00 【商工業】足利商工会議所ニュース　　　〈11.30〉太田商工業インフォ
35 【行政】太田市お知らせ　　　〈11.40〉足利市お知らせ　　　〈11.50〉わたらせevery
0.00 ショップチャンネル

※詳しい対戦は番組表（EPG)を確認

25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火 水

5.50 元気アップ☆体操
6.00 わたらせevery　　　【行政】〈6.10〉太田市お知らせ　　　〈6.15〉足利市お知らせ

あ
さ

25 【商工業】太田商工業インフォ　　　〈6.30〉足利商工会議所ニュース
7.00 【地域情報】ワッティブニュース／ちょっ暮！衣食住　キタナカモールVol.2～こどもーる～　出演：足利ミッドタウン商店会
45 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら２組のおともだち 7.45 わくわくキッズ　大町保育所さくら組のおともだち
8.00 全国CATV通信　佐野市・栃木市の地域情報番組、県政番組、CSおすすめナビ　他
9.25 わたらせevery
35 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら２組のおともだち　　　〈9.50〉元気アップ☆体操 9.35 キッズ　大町保育所さくら組　　　〈9.50〉元気アップ☆体操

10.00 神保シェフと茨城を食べよう　制作：ケーブルテレビJ-way
15 LRTで宇都宮旅　ライトライン情報局 10.15 佐野市の地域情報「ハッピー」
30 あいラブせんりゅう　　制作：大崎ケーブルテレビ

ひ
る

11.00 ショップチャンネル
12.00 【地域情報】ワッティブニュース／ちょっ暮！衣食住　キタナカモールVol.2～こどもーる～　出演：足利ミッドタウン商店会
45 【行政】太田市お知らせ　　　〈12.50〉足利市お知らせ
1.00 【商工業】足利商工会議所ニュース　　　〈1.30〉太田商工業インフォ
35 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら２組のおともだち　　　〈1.50〉わたらせevery 1.35 キッズ　大町保育所さくら組　　　〈1.50〉わたらせevery
2.00 足利オペラ・リリカ　研究科　　　 2.00 2.00

□再 第９４回　都市対抗野球
第一次予選
決勝戦

2.00

WATV　プレミア
第１１期修了演奏会

出演
橋本夏摘（ソプラノ）、端本雅（メゾソプラノ）

橋本さやか（ソプラノ） ほか

WATV NEWS
５月総集編

4.00 QVC
5.00 わたらせevery　　　〈5.10〉わくわくキッズ　旭幼稚園さくら２組のおともだち 5.00 わたらせevery　　　〈5.10〉キッズ　大町保育所さくら組
25 【商工業】太田商工業インフォ　　　〈5.30〉足利商工会議所ニュース
6.00 【地域情報】ワッティブニュース／ちょっ暮！衣食住　キタナカモールVol.2～こどもーる～　出演：足利ミッドタウン商店会
45 【行政】太田市お知らせ　　　〈6.50〉足利市お知らせ
7.00 7.00 足利市民プラザ演劇祭　第４８回　学校演劇フェスタ

よ
る

□再 第９４回　都市対抗野球
第一次予選

準決勝　第２試合

佐野松桜高校「２人のバレー部」 足利清風高校「抗菌薬よ永遠に」
8.00 市民バレーボール祭　中学校大会　

第2試合 第3試合
9.00 全国CATV通信　佐野市・栃木市の地域情報番組、県政番組、CSおすすめナビ　他
10.00 わくわくキッズ　旭幼稚園さくら２組のおともだち 10.00 わくわくキッズ　大町保育所さくら組のおともだち
15 【地域情報】ワッティブニュース／ちょっ暮！衣食住　キタナカモールVol.2～こどもーる～　出演：足利ミッドタウン商店会

11.00 【商工業】足利商工会議所ニュース　　　〈11.30〉太田商工業インフォ
35 【行政】太田市お知らせ　　　〈11.40〉足利市お知らせ　　　〈11.50〉わたらせevery
0.00 ショップチャンネル
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