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らーばんチャンネルの番組情報ガイドらーばんチャンネルの番組情報ガイド

（株）千葉ニュータウンセンター ケーブルテレビ部　〒270-1350 印西市中央北一丁目3番地3 CNCビル1F

月～金曜日 9:30～17:30（土日祭日除く）　　 0476-46-5881　　 rurban-ch@rurbannet.ne.jp

http://www.rurbannet.ne.jp
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NAVI NAVI 

N
A

VI 

ケーブルテレビケーブルテレビ

10月7日(日)11時30分～、13時30分～
ロボットのぞみパフォーマンスショー

10月8日(祝)①11時30分～、②13時～
ミュージックライブ

出演：①若手ミュージシャン　②原田真二

10月14日(日)11時30分～、13時30分～
吹奏楽コンサート

出演：船橋吹奏楽団＆船橋市立古和釜小学校

10月21日(日)11時30分～、13時30分～
跳べ！もっと高くモンスターボックスショー

出演：Hiro＆AG

11月3日(祝)11時30分～、13時30分～
チアリーディング

出演：日本大学習志野高等学校チアリーダー部

11月4日(日)11時30分～、13時30分～
826askaエレクトーンライブ　出演：826aska

他イベント多数あり。詳しくはホームページをご

覧ください。

☎047-457-6627

ふなばしアンデルセン公園

開園時間：9時30分～16時（10月31日までの土・
日曜祝日は17時まで開園）休園日：月曜日（10月8
日を除く）入園料金：一般900円、高校生600円、
小・中学生200円、幼児（4歳以上）100円

 HP https://www.park-funabashi.or.jp/and/

白井市文化センター・
プラネタリウム

ぼくたち惑星8きょうだい
10月7日（日）～11月25（日）
日曜日11時30分～12時15分
私たちの太陽系にはいくつの惑星があるのか

知ってますか？太陽先生の授業で、惑星の順番や

大きさ、性質の違いを楽しく学びます。

投映観覧料：340円　高校生以下160円

星空ライブコンサート
ハープ弾き歌い 弟橘レイア
10月28日（日）13時30分～14時50分
清らかなハープの音色と美しい歌声を聴きなが

ら、星空をお楽しみください。

料金：700円（ひとり）※前売り600円（10月2日より販売開始）

地域イベント情報！
らーばんNAVIおすすめの
イベント情報をクリップ！

加入申し込み
お問い合わせ 0120-373455

みん     な       み      よう    ゴー   ゴー

ここでしか
みられない
地元密着番組
満載！

休館日  月曜日・年末年始

☎047-492-1125

白井市文化センター・プラネタリウム

 HP http://www.center.shiroi.chiba.jp/planet/

おでかけ情報！

佐倉の秋祭り
10月12日（金）～14日（日） 15時～22時　
佐倉市　佐倉城下町通り・京成佐倉駅前通り

佐倉に秋の訪れ

告げる秋祭り

は、鍵の手のよ

うな旧城下町を

三日間各町内の

山車、御神酒所、

御輿が盛大に練

り歩きます。山車

や御神酒所がすれ違う様子や佐倉囃子に合わ

せて「えっさのこらさのえっさっさ」の掛け声・踊

りは佐倉ならではのものです。麻賀多神社御輿

は、千葉県最大級の大御輿であり、明神祭りさら

ば久しいの掛け声とともに渡御される姿は勇壮

です。

歴史と文化を感じられる山車人形や大神輿は迫

力満点！特に夜は提灯の灯りで山車や神輿が照

らされて幻想的です。

アクセス：京成佐倉駅南口から徒歩10分

問い合わせ：公益社団法人佐倉市観光協会

☎043-486-6000

 HP http://www.sakura-maturi.jp/

成田山開基1080年祭記念 
NARITA花火大会in印旛沼

10月13日（土）18時30分～
少雨決行、荒天の場合は中止（順延なし）

千葉県成田市　台方地先（観覧会場/成田ニュー

タウンスポーツ広場）

1万発の花火に感動！
音楽と花火を見事にシンクロさせた「花火ファン

タジア4部構成」が見もの！

世界屈指の花火アーティストによる、日本初「花

火タワー」を取

り入れ、ほかで

は味わえない

演出で来場者

を魅了。進化グ

レードアップし

た、ラストの

「NARITA黄金

伝説」は、10分間の構成だがラスト1分間で

1500発もの花火が打ち上がります。

アクセス：ＪＲ成田線「成田駅」西口から臨時バス

有

問い合わせ：NARITA花火大会実行委員会

☎0476-89-7562

 HP http://narita-city.ptu.jp/

北総花の丘公園
『花と緑のフェスティバル～花の丘マルシェ～』
10月20日(土)・21日(日) 10時～15時
ハンドメイドの小物雑貨などの展示販売やワー

クショップやケーキ・パンなどが勢ぞろい！

『ワンワンフェスタ』会場：Ｅゾーン緑の丘
11月10日(土)・11日(日) 10時～15時
グッズマーケットや愛犬と一緒にゲーム！獣医師

による健康相談など。遊びにきてね！

【コンサート】
10月14日（日）13時～14時
アコーディオン演奏＆歌声コンサート

出演：佐倉アコーディオンサークル「風車」

   14時15分～15時15分
歌おう踊ろう昭和歌謡とポップスで

出演：DREAM

11月11日（日）13時～14時
ギターでゆったりコンサート

出演：アスール・ギターアンサンブル＆こむろん

ギターサークル

   14時15分～15時15分
秋のジャズ＆カーペンターズライブ♪

出演：藤マナミとゆかいな仲間達

他イベント多数あり。詳しくはホームページをご

覧ください。

☎0476-47-4030

北総花の丘公園 管理事務所

HP http://www.cue-net.or.jp/kouen/hana/

ふなばしアンデルセン公園
『コスモスまつり・ハロウィン装飾』
10月2日(火)～31日(水)
園内が約20種類10万株のコスモスとハロウィ

ン装飾で彩られます。600㎡約2万株のコスモス

めいろも出現！

【イベント】
ワンパク王国ゾーン　イベントドーム
10月6日(土)11時30分～、13時30分～
それいけ！アンパンマン ショー

竹袋稲荷神社例大祭

印西

船橋

らーばんねっとデータ

放送及び地域情報ア

プリを利用している皆

さんのご意見をお待ち

しています。意見をお

寄せいただいた方に

は抽選でステキな景

品をプレゼント!ハガ

キまたはメールで下記

までお願いします。

白井

佐倉

成田
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Android版
QRコード

らーばんねっと地域情報アプリ

らーばんねっとでは、テレビ版データ放送と連携し、無料で誰
でも利用できるスマホアプリによる情報配信を行っています。

Android版、ios版で無料配布中です。QRコードリーダーでQRコードを読み込むか、
「CNC地域情報アプリ」で検索し、ダウンロードしてご利用下さい。

ios版
QRコード【利用方法】らーばんチャンネル

（地デジ11ch）に合せてからテレビ
のリモコンで「d」ボタンを押すと、
たくさんの情報が取得できます。

テレビ版データ放送
生活に役立つコンテンツが満載！

気象情報や北総線をはじめとした鉄道運行情報、
国道464号や16号の交通渋滞情報、 市役所からのお知らせ、

地元の掲示板などいつでも見ることができます。

データ放送とは･･･
らーばんねっとのデータ放送なら
最新の地域情報をはじめ災害･防
災情報も簡単に取得できます。

テレビ・スマホで
らーばんねっとデータ放送
を提供しています！！

テレビ+
インターネット+電話が
まとめてらーばんねっとなら

こんなにお得！

戸建住宅にお住まいの方が対象

d
ボタンを
押して
下さい

テレビ（地デジ・BS）
デジタルミニサービス

インターネット
（下り最大16Mbps）

レギュラーコース

電話
ケーブルプラス電話

￥5,880￥5,880
￥7,280定
価

▼

セットで
月額

戸建てパック例えば

お友達紹介制度
らーばんねっとにご加入を希望する方をご紹介下さい

お友達紹介制度とは、まだ
らーばんねっとに加入して
いないお友達・お知り合い
などをご紹介いただき、新
規契約又はマンションパッ
クにご契約いただきます
と、なんと！ご紹介の方は
もちろん紹介された方ま
で３，０００円の現金を
キャッシュバックする制度
です。

  ご注意ください！
●お友達をご紹介いただく場合は、必ずお友達の了承を得てからご紹介下さい。
●ご紹介者は既に「らーばんねっと」に加入されいる方に限ります。
●紹介される方は、らーばんねっとサービスを2年以上加入継続される方に限ります。
●現金キャッシュバックについては、お友達が初回の利用料をお支払いした後、それぞれ指定口座へ振り込みます。
●他のキャンペーンとの併用は出来ません。

  当制度の対象外のケース
●お友達が契約に至らなかった場合や既にらーばんねっと加入者の場合。
●施工が困難で、お友達が契約できなかった場合。
●紹介された方が過去に加入歴のある方で、解約後2年以内に再加入される場合。

  ご紹介方法
●お友達紹介カードに必要事項をご記入の上、弊社までご提出下さい。
　（お友達紹介カードは、弊社ホームページよりダウンロードいただくか弊社受付窓口にご用意してあります）

らーばんねっとご利用者 未加入者

加入契約紹介カード

紹介

らーばんねっと

3,000 円キャッシュバック
双方に

（
ご
紹
介
者
）

（
お
友
達
）

印西・白井・小室
限定！

みんな
お友達！

      0120-373455

詳しい内容・料金等のお問合せは

※20枚以上からの製作となります

らーばんねっと放送班

標準工事費無料（ゼロ）
（引込工事費・加入金・端末設置工事費）

※消費税別
※3年契約

上記以外にも組み合わせは色々とご用意
しています！ぜひお問い合わせ下さい！！

らーばんねっと

ダビングサービス
らーばんねっとでは、お持ちのビデオテープ（ＶＨＳ・
miniＤＶ）を有料でＤＶＤにダビング致します。
大切な想い出や保存版など、ＤＶＤで残しませんか。

気軽にらーばんねっとまでお問い合わせ下さい！

お預かりするビデオテープ
の種類は、VHS/S-VHS/
miniDVです。その他のビデ
オテープは受け付けでき
ません。なお仕上がりには、
約1ヶ月かかります。

ダビング料金

１,５００円～
録画時間６０分未満

大切な想い出だから
DVDで残したいね

ビデオデッキが無いから
観られないわ

時間がなくてなかなか
ダビング出来ないな

テレビ・インターネット・電話の3つのサービスで3
年間の契約期間を設けております。契約期間内の
ご解約は違約金を適用させて頂きます。

４Ｋ放送いよいよ
12月1日より
本放送開始！！

～らーばんねっと４Ｋ放送開始キャンペーン！～

先行受付

10/15 
開始！！

よ
り

４Ｋ放送に関する質問など、気軽にお問合せ下さい。
ぜひ、フルハイビジョンよりも超高精細の４Ｋ放送を
お楽しみ下さい！！

受付・
お問合せ先 0120-373455

本放送開始に先立ちらーばんねっとでは、
4K-STB利用の先行受付を行います！！

受付開始 ： １０月１５日（月）
受付方法 ： 電話又はFAX

受付電話番号 ：
受付FAX番号 ：

（　　　　　 ） 受付後、４Ｋ－ＳＴＢ利用申込書一式をお送りいたします。
先着順で４Ｋ－ＳＴＢの取り付けを実施いたします。
なお、取り付けはメーカーからの納品後実施となり、
11月下旬以降を予定しています。

ファックスの場合
①住所②氏名
③連絡先を記載下さい

ＳＴＢ取り付け費用が無料！！
通常7,000円（別途消費税）先行受付特典

サークル・団体の皆さんへ

ＤＶＤ１枚3,000円～

鮮明で臨場感ある映像が楽しめる４Ｋ放送は、
らーばんねっとが提供する４Ｋ－ＳＴＢ

（セットトップボックス）でご視聴いただけます。

４Ｋ放送開始
キャンペーン価格

※ご利用にはデジタルミニサービス又はベーシック・プレミアム
　サービスの契約が必要となります。
※らーばんねっとの視聴可能エリアについてはご確認下さい。

ご利用開始より1年間は
4K放送サービス利用料が
300円となります。

４Ｋ放送サービス利用料

➡

デジタルミニサービス利用料
又はベーシックorプレミアムサービス利用料

+ ５００円／台
（別途消費税）

月
額

（別途消費税）

先着200台限定先着200台限定

らーばんねっとで、発表会の
ＤＶＤを製作してみませんか？
らーばんねっとで、発表会の
ＤＶＤを製作してみませんか？

撮影費
無料!!

スーパーハイビジョン

月
額300円/台0120-373455

0476-46-5881



らーばんあわー

スマイルレポート

10月1日～  3日 スポーツ編「印旛ヴィクトリー」
     11日～17日 白井市ボランティアまつり
     25日～31日 いんざいふるさとまつり
11月8日～14日 木下街道膝栗毛リターンズ
     22日～28日 白井市ふるさとまつり

10月13日、人口10万人突破を記念して印西市では、「いんざいふる
さとまつり」が開催されます。様々な団体によるステージ発表をはじ
め、地元印西のグルメが数多く用意されます。中でも一番の見どころ
は、世界最大せんべい焼きギネス世界記録に挑戦します！
ぜひ皆さんも足を運んで、スマイルレポーターと一緒に楽しい一日を
過ごしましょう！！

■毎週木曜日更新 ■10:00・15:00・20:00・22:00

千葉ニュータウン内外の身近な情報や話題を毎週お届けする情報番組です。

地元の話題から千葉県内外の話題まで盛りだくさん見られるのはらーばんねっとだけ！

■毎月第2･4木曜日～
　放送
スマイルレポーターが
各地におじゃまして、
地域の笑顔を皆さんに
お届けします。

マンスリートピックス
■毎月第3木曜日～放送
時間を拡大して、今月の話題をお届けします。

しろいナウ

10月4日～10日 クラウドファンディング 
11月1日～  7日 白井の話題 

毎回白井市に密着して、視聴者の
皆さんが気になる情報など
「しろいの今」をお届けします

らーばんトピックス
身近な話題をニュース形式でお届けします。あたなの
知り合いや知っている場所が紹介されますよ。

インフォメーションコーナー
今後のイベント開催情報や行政情報等をテロップで案内するインフォメーション
番組です。これを見て、行政の案内やお出かけにご利用下さい!!

■毎月第1木曜日～放送

スマイルレポーター

沖津 那奈
スマイルレポーター

高田 桃衣

キャスター 松本由香子

牧の原モアに行こう！

10/  6・  7 第11回フレンズ発表会
10/13・14 県立印旛明誠高校吹奏楽部定期演奏会
10/20・21 合唱サークル♪poco a poco♪10周年記念コンサート
10/27・28 木下地区歴史講座「木下街道の今昔－船橋で読み解く－」
11/  3・  4 西の原中学校平成30年度体育祭 
11/10・11 桜台中学校平成30年度体育祭 
11/17･18 印西市内小学校平成30年度運動会  
11/24・25 木下地区歴史講座「木下街道と鎌ヶ谷宿」

■毎週土日　■13:00

土日スペシャル

ら～ばんねっとで放送した番組の完全版の他、
全国のケーブルテレビ局制作の番組をお届けします。

R U R B A N  C H A N N E L

リモコンのボタン
地
デ
ジ11

〒270-1331 印西市牧の原1丁目3番

http://www.makinohara-more.com/

印西牧の原駅北口

牧の原モア☎0476-48-5514
牧の原モア 検索

チバにゅー知っ得情報館

らーばんミュージアム ～皆さんの作品をご紹介！！～
牧の原モアやアルカサールの
お得な情報をお届けします！

10月18日～24日 モアマルシェ マンスリーセレクション
11月22日～28日 モアマルシェ マンスリーセレクション

みんなの広場
千葉ニュータウンで行われたコンサートや発表会、
スポーツ大会などをダイジェストでお届けします。
今回は、職業体験でらーばんねっとを訪れた中学生が
制作した番組をお送りします。

市民活動団体紹介番組『地域にエール！』
■毎月第2木曜日～放送 協力：印西市市民活動支援センター

11月1日～7日 船穂中学校生徒制作番組

     15日～12月5日 滝野中学校生徒制作番組

らーばんチャンネルで放送した番組のDVD･ブルーレイを販売しています。詳しくは、らーばんねっとホームページをご覧ください。※掲載情報は予告なく変更になる場合があります。最新の番組情報についてはホームページをご覧ください。 http://www.rurbannet.ne.jp

らーばんねっとオススメチャンネル

24時間！ 家電祭

ショピング  ショップチャンネル｜地上デジタル１１２ｃｈ

ショップチャンネルは、らーばんねっと地上デジタル放送 １１２チャンネルでご覧いただけます。

24時間365日、生放送でお楽しみいただけるショッピング専門チャンネル。個性豊かなゲストやキャストたち
が軽快なトークで世界中から厳選した商品をご紹介。ご注文は24時間いつでもOK。ショップチャンネルは番
組と商品を通じて、あなたに「心おどる、瞬間を」お届けいたします。

家族の距離が自然と縮まっていく。そんなライフスタイルをお手伝いします。
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毎日

112ch
（リモコン番号11→選曲ボタン上）

101ch
（リモコン番号10）

テレビショッピング

QVC
毎日5時から
26時まで
放送中

ショップチャンネル
毎朝6時から深夜27時まで
放送中

ショップチャンネル
毎朝6時から深夜27時まで
放送中

ショップチャンネル

通販番組（8時～9時ショップch休止）

放送休止

通販番組（11時～正午ショップch休止）

※お持ちのテレビで101chをご視聴できない場合、テレビのチャンネル初期スキャンが必要となります。

放送スケジュール 2018年10・11月
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ちば情熱アスリート（日曜）

土日スペシャル

通販番組

24＞

7

らーばんあわーリターンズ

─前回のらーばんあわーをお届けします─

白井市ご当地体操「梨トレ体操」

ショップチャンネル

通販番組

けーぶるにっぽん Beauty of JAPAN

らーばんあわー   　

ショップチャンネル  112chでも放送中！
 放送時間0:00～24:00（8:00～9:00、11:00～13:00除く）

囲碁・将棋チャンネル 入門編 

プロローグ～第二の人生の始まり～

通販番組

通販番組

らーばんあわー(再)

ディズニーおためし番組

通販番組

QVC

101chでも放送中！　放送時間5：00～26：00

インフォメーション番組

ちば見聞録

北総線の旅 オトナさんぽ♪／房総ご当地キャラバン 他

伊勢 美し国から

けーぶるにっぽん Beauty of JAPAN

通販番組

らーばんあわー(再)

プロローグ～第二の人生の始まり～

囲碁・将棋チャンネル 入門編

ちば情熱アスリート

らーばんあわー(再)

ジュエリー☆GSTV

ジャパネットチャンネルDX

55 プロローグ～第二の人生の始まり～

いんざいふるさとまつりPick up!

チャンネル

地域の
情報が
満載！！

印西市や白井市等で活動して
いる団体の皆さんが制作した作
品を紹介する番組です。
１０月は、印西市立中央公民館
で行われたみなづき祭から作
品展示をお届けします。

千葉ニュータウンの
話題をお楽しみ
下さい。

レポーター田中 歩

10/14（日）
0:00～24:00

牧の原モア

シャープ
プラズマクラスター搭載
加湿空気清浄機
放送時間　0：00～/10：00～/13：00～他

オススメ番組

地域で様々な活動をして
いるNPO団体やボラン
ティア、市民団体などの
皆さんをご紹介します。

ご当地アイドルやご当地キャラの案内で千葉県出身の「さとう珠
緒」「花香よしあき」「三田寺 円」が、おすすめスポットを徹底リポー
トします！今回は大多喜町からおススメスポットや絶品グルメを紹
介します！

10月25日～31日放送
大多喜編 －前編－

11月29日～12月5日放送
大多喜編 －後編－

健常者、障がい者スポーツ選手の
“競技魂”に密着。元アスリートがナ
ビゲーターとなり、世界での戦いに
挑む姿をお届け！10月は、フェンシ
ングの宮本亮選手と車いすテニス
の船水梓緒里選手をご紹介します。

●当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。●本プレゼントの応募を通じてお客様からご提供いただきました個人
情報を、本プレゼントの運営に関すること以外の目的で使用することはありません。またお客様のご了承をいただかない限り、第三者
に開示することは一切ありません。

抽選でステキな賞品を
プレゼントします！！NAVIプレゼントコーナー

イオンシネマ 千葉ニュータウン
映画無料鑑賞券
ペア5組10名様

ショッピング専門チャンネル
ショップチャンネル（地デジ112ch）
ショップチャンネルオリジナル　
ポーチ

天然温泉
白井の湯

321

平日利用券２枚組
10名様

♨
5名様

ハガキ又はメールでご応募ください。①ご希望の賞品名or賞品番号②ご住所③お名前④年齢⑤連絡先⑥ら
～ばんチャンネルのご意見⑦ら～ばんNAVIのご意見、ご要望をご記入のうえ、下記までお送りください。

［ハガキの場合］あて先　〒２７０－１３５０ 印西市中央北１－３－３ ら～ばんねっと「ら～ばんNAVIプレゼント」係
［メールの場合］rurban-ch@rurbannet.ne.jp   締切：11月30日必着

ジャガード生地を使用した高級感のあるポーチ。
ショップチャンネルのロゴをプリントした丸いチャーム
付き。　[サイズ]約95×115×85mm

共同制作：千葉県ケーブルテレビ協議会

放送日時

毎週
日曜日10時～

月～金21時30分～
（毎月更新）番組レギュラー

花香よしあき
番組レギュラー
さとう珠緒

番組レギュラー
三田寺 円

ナビゲーター
池谷 幸雄

ナビゲーター
千葉 真子

紹介するアスリートなど、詳しい内容はちば情熱アスリートの
ホームページをご覧下さい。

http://chiba-jonetsu-athlete.com/

ナビゲーター
森本 稀哲

ナビゲーター

場所：フードコート
および陽の広場

10月27日（土）
9:30～14:00

11月24日（土）
9:30～14:00

「モアマルシェ ～マンスリーセレクション～」
わくわくMORE DAY

Tel.0476-40-7788

Tel.0476-94-3058

9時～24時（年中無休）アイキョーボウル

10時～21時（年中無休）キラキラ★Asobox 印西牧の原店

お得なスペシャルクーポンコーナー

チケット割引クーポン
一般・大学生

300円引き
小中学生・幼児

200円引き
【有効期限】平成30年11月30日まで

※1枚につき4名様まで有効

※他のサービス、割引との併用はできません。※チケット
ご購入の際に窓口へご提示ください。※一部、特別興行、
特別料金にはご利用いただけません。※オンライン予約
システム、券売機ではご利用いただけません。※3D作品
は別途300円プラス。3Dメガネ代100円が必要です。※
シニア・高校生料金の割引は対象外となります。

イオンシネマ 千葉ニュータウン

1枚につき 大人2名様まで
【有効期限】

平成30年11月30日まで

ご入浴優待券

50円引
白井の湯

大多喜編 10:35/15:35/20:35/22:35

印西
牧の原店

■毎日18:05   ■毎週木曜日更新

三方を海に囲まれ、温暖な気候と豊
かな自然に恵まれた千葉県。美しい自
然・伝統文化・郷土史を美しい自然とと
もに”ふるさと千葉”をお伝えします。

10月4日～10日  ふさの国　千葉
     11日～17日  千葉の古街道～房総往還から大多喜街道
     18日～24日  成田空港と牧士の里
     25日～31日  印旛沼ものがたり
11月1日～  7日  伝統を守る～房総の工芸品～
       8日～14日  上総・天平の文化
     15日～21日  房総の偉人・大原幽学
     22日～28日  房総の檀林
     29日～12月5日  千葉の城下町～久留里～

©チバテレ

リスパ印西 Tel.0476-37-8151
【営業時間】10:00～23:00（最終受付22時）

毎月最終土曜日は、わくわくMORE DAY！
「モアマルシェ～マンスリーセレクション～」を開催しています。
北総地域の魅力溢れる約10店舗が出店！食と農･アートを
お楽しみください。入場無料。

リスパ
印西

【休館日】第2火曜日

http://respa-inzai.jp/ 牧の原モア 検索

入場
無料

開始時間

ワクワク、ウキウキ
大人も子どもも楽しめる
ゲームパークの誕生です！

ワクワク、ウキウキ
大人も子どもも楽しめる
ゲームパークの誕生です！

フェンシング 宮本亮選手 車いすテニス 船水梓緒里選手

得！得！トーナメント開催～どなたでも参加自由～

■ 18:45
■ 毎月1日､16日から新内容 

日本古来の生活文化を「美し
国」（うましくに）伊勢より発信。二
十四節季に基づいた伊勢神宮
および伊勢志摩半島の祭事や
民間行事などを紹介、最新のお
伊勢参りの情報をお伝えします。

ZTV（三重県）
制作伊勢 美し国から

10月1日～
神様の食
～寒露の頃～

10月16日～
桑名六華苑と七里の渡し
～霜降の頃～

囲碁・将棋に興味のある方、始めたい方におススメ！！
らーばんねっと「デジタルサービス・プレミアムサービス」で放送中の囲碁・
将棋チャンネルから入門編を放送致します。ぜひご覧ください！！

10月4日
10月11日
10月18日
10月25日
11月1日
11月8日
11月15日
11月22日

復讐をしよう（第1回～第4回）
駒は進化する 成り駒を作ろう！
復讐をしよう（第6回～第8回）
王手を掛けられたときは？
総まとめ
歩の手筋②応用編
香の手筋②応用編
桂の手筋②応用編

駒の損得を考えてみよう
反則の種類と駒の並べ方
王手って何？
王を詰ましてみよう！
歩の手筋①基礎編
香の手筋①基礎編
桂の手筋①基礎編
銀の手筋①基礎編

囲碁・将棋チャンネル

将棋入門・手筋スキルアップ！

10月  4日 石の生き死に、欠け眼
10月11日 石の取り方のテクニック、9路盤の実線
10月18日 囲碁用語、13路盤の布石
10月25日 ナカデ、13路盤の中盤
11月  1日 攻め合い、13路盤の終盤
11月  8日 いよいよ19路盤、カカリと受け
11月15日 手筋、ヒラキ
11月22日 ワリ打ち、攻めと守り

ゼロからスタート！～囲碁入門～

開始時間 13:00 開始時間 21:05

開始時間 14:3０ ※水土日除く

※水土日除く

無料
番組

ミラノサンド

ハニーハム
＆ チーズ

【熊本県産】
和栗の
モンブラン

ジョイフル本田
千葉ニュータウン店
印西市牧の原2-1
TEL0476-48-4266

牧の原モア店
印西市牧の原1-3
TEL0476-33-7011

ボンベルタ成田店
成田市赤坂2-1-10
TEL0476-20-6404

ドトールコーヒーショップ

10/26（金）、27（土）、11/23（金）、24(土）
●ジョイフル本田千葉ニュータウン店、牧の原モア店

●ボンベルタ成田店
10/12（金）、13（土）、20（土）、30（火）
11/9（金）、10(土）、20（火）、30（金）

10月・11月の感謝デー コーヒー豆等、売店商品
１０％ＯＦＦ（ （

感謝デーは、各
店の都合により
変更されること
があります。ご
了承ください。

セットは、選べるドリンク付き

550円～ケーキセット
580円～ミラノサンドセット

お得なセットがおすすめ！ 商品は、すべて
お持ち帰り
できます。

●10月6日～19日 勇壮優美 夜高まつりに魅せられて（富山）
●10月20日～11月2日 少女の微笑みが藤に舞う（東京）

ワタシが見た、
美しきニッポン。

日本全国のケーブルテレビ局
制作による、我が町の文化・
情報を発信する番組です。
今回は地域に滞在する外国
人の視点からその地の魅力
を発信していきます。■月～金  ■9:30・19:00

白井の大地が育んだ自然の恵
み、弱アルカリ性のやさしい天
然温泉です。9種類の多彩なお風
呂やアカスリ、ボディケアも充
実！地元の新鮮野菜が並ぶ旬菜
市場やその素材を活かしたお食
事処しろい亭も大人気！

メルマガ
QRコード

☎047-497-2626　白井市中149-1

営業時間

平日10時～24時（休日8時～）年中無休

ホームページ：http://shiroinoyu.com/

入浴料（カッコ内は休日入浴料）

●大人 580円（680円）

●小学生 250円（300円）

●幼児 150円（200円）

●3歳以下 無料

お得な情報
配信します

プレゼント応募方法

SPA & POOL

都心から
一番近い
リゾート
プール

天然
温泉

麦飯
サウナ

大人が癒される南国空間。
ゆったりとした時間をお過ごし下さい。

フルプラン（館内の全てをご利用OK）
平日1,800円／土日祝1,950円

ナイトスパ（18:00～）

平日1,200円／土日祝1,350円
シンプルパック（天然温泉＆プール）

平日950円／土日祝1,050円

入館料（お一人様・税込）

※岩盤浴はご利用できません

小学生以上15歳未満もしくは55歳以上の方

平日800円／土日祝950円

◎入館料に含まれるも
の：バスタオル、フェイス
タオル、館内着2着(シ
ンプルプランは対象外)
◎シャンプー、コンディ
ショナー、ボディソープ
は浴室に備え付けがご
ざいます
◎岩盤浴込み(※岩盤
浴専用タオル200円別
途頂戴致します)
◎リラクゼーション、レ
ストランのみのご利用
可（18歳未満の方だけ
のご入館、また小学生
未満のお子様のご入館
をお断り致します）

 日時
毎週水曜日 ２０時２０分～
 特別参加特典
毎週抽選で１名様
センター主催のプロチャレン
ジにご招待！！

競技内容
1人1回／２,０００円（4ゲーム）
センターオフィシャルH/C制
パーフェクト賞として、最新ボールを
進呈（1人1個まで）
この他にも続々と開催を予定！詳しくは「アイキョーボウルホームページ」をご覧下さい！！

丘の上バラ園


