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★新レギュラー番組が一挙に４本スタート！
★お祭りやイベントの生中継が盛りだくさん！
★アイドル、お笑い、音楽をどんどん生中継！

magna  lacus  tempus

昼  12 :00

実りの秋！新番組も実りまし
た！

は新番組の季節！

（なのか？）なのだ！！

トンパテレビはイベントの生中継
だけではなく、レギュラー番組も
やってます。

現在、毎月第１・２・３木曜日の
夜８時から放送中の「ヒーローズ
チャンネル」がそれです。

この番組は、浜松のタレント養成
スクールヒーローズ・アカデミー
のスクール生が生出演してツイッ
ターで参加もできるバラエティ。

そして、10月には、なんと一挙に
４つの新レギュラー番組が続々と
スタートします！

出演者自身が番組コンセプトを決
めて企画化、そして出演するとい
う「セルフ・プロデュース・チャ
ンネル」は毎月１回ずつ生放送し
ていきます。

この４番組を皮切りに、いろいろ
なジャンルの個性的な出演者が
続々と登場していきます！

最新情報はTOMPA_TVブログで！

10月13日（水）20時 -
ちょっと不思議な女性ボーカルユニット
秋斗と夏梨のやっぱるＡＲ～妄想キタコラ～

出演：Autumn Rain  --> blog

10月19日（火）18時 -
名古屋の下町の八百屋です
新・八百屋物語 ~yaotomi TV~

yaotomi 店頭から生中継  --> blog

10月20日（水）20時 -
アイドル系パフォーマーソングライター
月刊 亜桜ゆぅき

出演：亜桜ゆぅき  --> blog

10月25日（月）20時 -
浜松No.1漫才コンビ
虎あげは。。の番組だ！（仮題）

出演：虎あげは。。  --> HP
      ＋信長マスター 　

番組名をクリックすると番組CM@YouTubeが見れます☞
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トンパテレビのニュースレター

★新番組
★

http://tompa.hamazo.tv/
http://tompa.hamazo.tv/
http://www.youtube.com/watch?v=TJmFp6WHErw
http://www.youtube.com/watch?v=TJmFp6WHErw
http://ameblo.jp/autumn-rain-akinari/
http://ameblo.jp/autumn-rain-akinari/
http://ameblo.jp/yaotomi
http://ameblo.jp/yaotomi
http://www.youtube.com/watch?v=SJOQ1oI4V6M
http://www.youtube.com/watch?v=SJOQ1oI4V6M
http://strawberryshakes.blog.shinobi.jp/
http://strawberryshakes.blog.shinobi.jp/
http://www.youtube.com/watch?v=3BiajJWFVjM
http://www.youtube.com/watch?v=3BiajJWFVjM
http://www.geocities.jp/hamamatsu_owarai/ga_tora.html
http://www.geocities.jp/hamamatsu_owarai/ga_tora.html
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街のイベント系
１０月３０日（土）

浜北産業まつり
（グリーンアリーナ 浜北総合体育館）

１０月３１日（日）
ストリート・フェスティバル
（浜松市中心街・モール街・サゴー前）

それぞれ、詳細はトンパテレビの番組
案内パネルをご覧ください。

http://mao.co.jp/

トンパテレビでは、生中継して欲し
いショーやイベント、自らが企画を
手がけるセルフ・プロデュース企画
のオーディションなどを募集してい
ます。

＊お問い合わせ・お応募はこちら＊

tompa_tv@mao.co.jp

ここだけのはなし
現在、あーだこーだと企画進行中の
番組がありまして、たとえば...

① マニアックすぎるアイドル？

② ボードゲーム＆ソウルミュージック

③ 映画・映像作品の音楽紹介番組？

④ 中高生男子だよ全員集合！（？）

⑤ ビューティー・チャンネル

⑥ すてきなお母さんといっしょ（？）

⑦ こんにちは、農家さん（？）

たぶんぜんぶやります。お楽しみに！

その他の番
組

turpis massa voluptatum donec

１０月３日（日）10時～15時40分

大正琴 第７回アンサンブルコンサート
（琴城流大正琴振興会）

琴城流大正琴振興会が主催する「第７
回大正琴アンサンブルコンサート」を
リアルタイム中継します。
会場は、アクトシティ浜松  大ホール。
全国から30グループが出演。琴城流の
伝統を受け継ぎながら、新しい大正琴
の可能性を追求した究極のアンサンブ
ルを披露してくれます。

☞コンサート詳細
１０月９日（月）・１０日（日）

第４回 やらまいか
ミュージックフェスティバル in 浜松

「やらフェス」とは市民手作りの音楽
祭「やらまいかミュージックフェスティ
バル ｉｎ はままつ」の事で、平成19年
から毎年開催されている音楽の町・浜松
を一層盛り上げる「音楽の浜松祭り」
です。
音楽ジャンル、年齢、国籍、プロアマを
問わないミュージシャン219組 1041人
が浜松市中心部の22ステージで熱いラ
イブを繰り広げます。その様子を生中
継します。

☞やらフェス・オフィシャルサイト

１０月１６日（土）13時～

豊橋漫才コンクール2010
（豊橋駅前文化ホール）

豊橋まつりに合わせて毎年行われてい

る「豊橋漫才コンクール」は東海地方

で活躍するインディーズのお笑い芸人

達の頂点を決める熱き戦い！

その模様を会場から生中継します。

☞豊橋漫才コンクール

１０月１６日（土）

ヒーローズ・アカデミー　ステージ
（細江町） 

浜松市の細江町で開催されるイベント
にタレント養成スクール「ヒーロー

ズ・アカデミー」のスクール生が出演
します。その模様をリアルタイム中継
します。

10月の放送予定番組
番組の視聴はこちら⇨http://mao.co.jp

通信環境、天候その他の事情により

録画（後日アップロード）になる

場合があります。ご了承ください。

＊最新情報は
TOMPA_ブログ で！

１０月２４日（日）

アイススケートリンク OPEN！
（浜松スポーツセンター）

スケートリンクOPEN初日の様子をリ
アルタイム中継しちゃいます！

秋のトンパテレビまつり（仮称）
まだまだありますYO！
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みんなのインターネット放送局 from HAMAMATSU
TOMPA_TV（トンパテレビ）は...

　TOMPA_TV 番組案内サイト
　　→ http://mao.co.jp/

　TOMPA_TV ブログ
　　→ http://tompa.hamazo.tv/

　TOMPA_TV USTREAM チャンネル
　　→ http://www.ustream.tv/user/TOMPA_TV

　TOMPA_TV ナゴヤ支局 YouTube チャンネル　　→ http://www.youtube.com/user/tompatvnagoya

お問合せ先：tompa_tv@mao.co.jp

浜松を拠点に、豊橋・岡崎・豊田・名古屋を
結んで全世界に多彩な情報番組を生中継する

インターネットの放送局です
• • •

地域のおまつり、企業やショップ、音楽やお笑い
のライブ、スポーツ、その他なんでも、生中継して
欲しいイベントがあればお知らせ下さい。取材に
出かけていきます！

TOMPA_TV の番組情報を直

接お届けするニュースレターは

Apple の iTunes に登録すると最新号

が自動的に配信されます。

【登録はこちらでできます】

TOMPA_TV では、生中継・取材希望を
随時受付しています。まずはお気軽にご
相談ください。tompa_tv@mao.co.jp

内容によってはご要望にお応えできない場合があります。

TOMPA_TVのツイッター公式ア
カウントができました。

@tompatv_black
@tompatv_pink

TOMPA_TVは主催者・出演者の
要望で、または許可を得て撮影しています。
生番組は通信環境や天候などの事情により
内容の変更や録画・編集版での配信になる
場合があります。

ご支援のお願い
TOMPA_TVを貴社の 

PRやプロモーションに
お役立てください。
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