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トンパテレビがスタートして間もな
く半年になります。「みんなのイン

ターネット放送局」として、取材や
中継の依頼があれば、時間の許す限

りいろいろなところへ出掛けていま
す。いろんな事を僕らもやりながら
知り、学んでいます。そして、ほん

とうにいろんな人たちと出会えてい
ます。出会いは新たな出会いや発見

を与えてくれます。新しい可能性に
気付かせてくれます。

それらをトンパテレビは多くの人と
共有したいと思います。

それらをトンパテレビは多くの人に
伝播して行きたいと思います。

街の出来事や情報だったり、ユニー

クな活動をしている人々だったり。

トンパテレビは「ありのまま」を生
放送します。

出来事や情報に関わる人々の思いや
表情が視聴者の皆さんに届くといい

なと思います。

これから年末に向かい、そのような
放送をたくさん届けられるようトン

パっていきます。お楽しみに！

トンパテレビはインターネット放送局

第22回全国消防操法大会 蒲郡大会を
TOMPA_TVが生中継しました。

2010年11月12日

  第1回 Japan Fire Fighters Spirits 浜松まちなか にぎわい動画 とんぱてれびキッズチャンネル
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11月25日（木）Acoustic Bar Lily Live from 浜松 G-SIDE（TOMPA Music）18時
11月27日（土）月刊 亜桜ゆぅき 19時（セルフプロデュースチャンネル）
11月28日（日）ヒーローズアカデミー・ステージ from 豊岡総合センター 12時45分
11月28日（日）Pop & Tea LIVE from Village Green Tea Room（TOMPA Music）13時
11月30日（火）虎あげは。。の「メガヒゲ定食」 20時（セルフプロデュースチャンネル）
12月 1日（水）新番組 わく♪わく♪ CheLcy* きっず！（キッズチャンネルＡ）15時30分
12月 2日（木）ヒーローズチャンネル（毎月第１・２・３木曜）20時
12月 5日（日）特番 第1回 Japan Fire Fighting Spirits（シーパレスリゾート豊橋から完全生中継）13時
12月 7日（火）新・八百屋物語「yaotomi TV」18時
12月 7日（火）（謎の新番組スタート！あの番組のスピンオフ、遂にスタート！？）詳細は後日発表
12月 8日（水）新番組 おら のぶさま！すきす清須き（キッズチャンネルＢ）15時30分
12月 9日（木）ヒーローズチャンネル（毎月第１・２・３木曜）20時
12月12日（日）まちなか にぎわいステージ・イベント生中継
12月14日（火）モカラの ちかちかポカン（ビューティーチャンネル） 20時15分
12月15日（水）わく♪わく♪ CheLcy* きっず！（キッズチャンネルＡ）15時30分
12月16日（木）ヒーローズチャンネル（毎月第１・２・３木曜）20時
12月19日（日） 特番 あしたの丘のクリスマス会（身体障害者療護施設「あしたの丘」から生中継）10時
12月21日（火）新・八百屋物語「yaotomi TV」18時
12月22日（水）おら のぶさま！すきす清須き（キッズチャンネルＢ）15時30分

　　　　　　　・・・and more・・・

この他にも進行中の番組企画が何本かあります。

最新情報はTOMPAブログやツイッターでリリースします。

出演者、撮影場所、天候などの事情で放送日時が変更になる場合や録画での公開になる場合があります。

11月もだったけど、12月の TOMPA_TV は とにかく 更にスゴい！

まずは これからの 放送予定番組ラインナップだ！！

TOMPAブログ
番組の裏話やコラムも
あったりなかったり...

TOMPA _TV 公式ツイッター
アカウントは２つあるよ

black　　    pink

TOMPA_TVは、主催者や出演者の依頼、または正式な許可を得て撮影と放送をしています。
取材や撮影に関するご依頼やお問い合わせはお気軽にお寄せ下さい。--> TOMPA_TV  tompa_tv@mao.co.jp   
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去る11月12日に、各都道府県から選
抜された全国の消防団が日頃鍛えた

消火技術を披露し速さと正確性、規
律の正しさを競う全国消防操法大会

が愛知県蒲郡市の蒲郡競艇場駐車場
で開催されました。

この大会をTOMPA_TVは主催の(財)

日本消防協会の正式許可のもと唯一
大会の一部始終をインターネットで

生中継しました。

この大会は２年に１度開催されてい

るもので、これまでは2005年に阪神
淡路大震災復興10周年を記念して、
兵庫県で開催された以外は、東京と

横浜の関東エリアのみで開催されて
きました。

それが今年は大会44年の歴史に新た
な１ページを記す（兵庫での記念開

催を除く）初の地方開催ということ
で多くの注目を集めていました。　

トンパテレビで使っているカメラや
機材は民生機です。放送や配信に利

用しているウェブサービスも誰でも
無料で使えるものです。

当日の突風や、それによるアクシデ
ントで映像が途切れたりノイズや観
客などの映り込みもあるような撮影

条件で、それらは一般の方々となん
ら変わりないものでした。

記録ビデオも100%完璧な状態ではあ
りませんでした。

回線が途切れた時やカメラの前を塞
がれた時に競技していた消防団には
ほんとうに申し訳ない気持ちでいっ

ぱいです。

第22回全国消防操法大会 蒲郡大会 を TOMPA_TVは
２つのカメラと２つのチャンネルで生中継しました

●特設サイト●
TOMPA_TV＞22消防操法ページ

審査員もダッシュです

地震を想定した訓練展示も

誇りをかけた一発勝負

スタンド最上段からも撮影

ただ、僕たちがあの日あの場で撮影を
しながら味わった感動を、無加工で
そのまんまウェブの向こう側へ伝え
たい、そんな思いだけはどうにか形に
できたようです。

当日は２つのチャンネルを合わせて約5000人が生中継を見て下さいました。
その録画版の再生回数は7000回を超えました。YouTube版も続々公開します。

★トンパテレビが放送と録画した動画の視聴はコチラでどうぞ★
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特別番組
日本発のコンバット・チャレンジ大会をTOMPA_TVが完全生中継！

1 2 月 5 日
１ ３ ： ０ ０
S T A R T

日 日 本 発 ！
日 本 初 ！

全国の消防職員が、職場の枠を超え、競技・ゲームを通じて
交流できる大会があったなら・・・。

Japan Fire Fighters Spirits（JFFS）は、そんな消防職員たち
の思いから生まれた日本初のコンバットチャレンジ大会。

北米にはテレビ中継もされるほどの大人気の、消防士の英雄
を決めるチャレンジ大会を日本の消火活動のシミュレート・
タスクを活かして競技としてアレンジしたのが、このＪＦＦＳ
なのです。

企画も準備も告知も、そして予算もすべてが消防職員の手に
よるこの大会のすべてを、トンパテレビが完全生中継します！

尚、当日の会場への入場と駐車場代はすべて無料です。
お近くの方はぜひ、その迫力ある競技をライブでお楽しみ
ください。詳細はこちら --> ＪＦＦＳ公式サイト

ＪＦＦＳのビデオクリップ＠YouTube
製作：TOMPA_TV
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TOMPA_TVの
オリジナル番組

快調！
TOMPA_TVは取材や生中継や
記録だけではなく、オリジナル
コンテンツも多数送り出して
います。

で、それがどれもおもしろい
と、やってて自分たちでも
そう思ってまして（笑）

自分で自分をプロデュースする
トンパテレビには現在４組のアー
ティストや芸人、タレントが自ら番組
を制作し出演する「セルフ・プロ
デュースチャンネル」があります。
トンパテレビ側では演出しません。

この「自由」ってのが実はいちばん
難しいんですが、出演者たちはその
個性を思いっきり発揮しておもしろ
い番組を作ってくれています。

店舗やビジネスをプロモートする
八百屋の店先から生放送する世界初
の番組が名古屋市発の yaotomi TV。

これがまた単なるダダ漏れではなく
エンターテイメント情報番組になっ
ているからおもしろい（笑）

すべての小売業の方々に見て欲しい
番組です。

ノウハウを共有する
プロのヘアメイク・アーティストが
コスパの高いおすすめコスメ情報を
実演も交えて紹介します。更にイン
ディーズミュージックとユニークな
かけあいトークも楽しめるまったく
新しいビューティーチャンネル。

これがまたおもしろい（笑）

SELF PRODUCE

#1 秋斗と夏梨のやっぱるＡＲ
　　～妄想キタコラ～
　　出演：Autumn Rain

#2 月刊 亜桜ゆぅき
　　出演： 亜桜ゆぅき
#3 虎あげは。。の メガヒゲ定食
　　出演：虎あげは。。
#4 市川真由美のいちかワンダフォーＴＶ
　　出演：市川真由美（まゆみん）

PROMOTION

● 名古屋市千種区の八百屋 yaotomi

● 浜松まちなかにぎわい協議会

● 浜松スポーツセンター

● 今後も様々なポロモーション展開を
　 トンパ的にお見せして行きます。

動画コンテンツやソーシャルメディアを
活用したプロモーション企画のご相談は
メールでお問い合わせください。

SHARING

♦ モカラの ちかちかポカン
　　～ビューティーチャンネル～

♦ 琴城流大正琴振興会 #1 #2 #3

♦ クラフトアート・ワークショップ

♦ 多種多様な“マスター”が登場！
　 お楽しみに。

出演者募集中 → メールでお問い合わせください

モカラの ちかちかポカンは SOHOプラザ栄から生中継しています
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TOMPA_TVからクリスマスギフト

12月19日（日） 10時（予定）生放送
あしたの丘  から

社会福祉法人 新生会

あしたの丘クリスマス会

あしたの丘ホームページ

名古屋市天白区

あしたの丘は、身体に障害があって、常に介護
を必要とする方（一部血液透析の内部障害を
含む）が生活しています。
この日は施設の職員とボランティアスタッフ
が手作りのクリスマス会を開きます。
ダンスが得意なスタッフによるパフォーマン
スあり、楽しい余興あり、入所者のご家族も
たくさん集まる賑やかな催しになるそうです。
入所者ご本人やご家族、施設職員のご希望に
よりトンパテレビが生中継します。

はっじまっるよ~！
とんぱてれびキッズチャンネル

さぁ、いよいよお待ちかねのキッズチャンネルが、なんと一気に２番組スタートします。
まずは12月1日に始まる「わく♪わく♪ CheLcy* キッズ！」は、クマのサクラとモモが
冒険の旅をしながら歌って踊る元気いっぱいのバラエティショーです。
そして12月8日からは、愛知県清須市の清洲城から、親方様と家臣が歴史をテーマに子ど
もたちとともに学ぶ歴史バラエティ「おら のぶさま！すきす清須き」が始まります。

12/ 1 Start! わく♪わく♪CheLcy*キッズ！
撮影協力：SOHOプラザ栄

12/ 8 開始！ おら のぶさま！すきす清須き
後援：清須越四百年事業実行委員会

すべての番組は放送当日にTOMPA_TVのサイトにアクセスしていただければ各チャンネルへご案内します。
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今こんな番組を企画しています

TOMPA_TVは生中継や取材、動画の
撮影と編集サービスをするだけでは

ありません。

動画コンテンツとそれを案内し情報

を整理して発信するウェブサイトが
常に活発に連携稼働して、更にそこ
から新しい出会いや結びつきを生み

出し、ユニークなアイディアを形に
する創造性と機動力がTOMPA_TVの

持ち味だと自負しています。

ライブ中継してほしいショップ・イ
ベント・その他なんでもお知らせ下
さい。取材に出かけていきます。

また、動画活用を模索している方か
らのご相談もお受けいたします。

TOMPA_TVの最新情報は番組案内サ
イトとTOMPAブログ、Twitterで常に
発信していますが、それに加えて、
このPDF版ニュースレターをポッド
キャスト配信しています。

TOMPA_TVのつかい方

ご意見ご感想

お問い合わせ

生中継・取材の依頼

出演希望

その他、なんでも

お気軽にメールで

お寄せ下さい。

tompa_tv@mao.co.jp

ポッドキャストとは音声、動画、写
真、PDF書類、電子書籍をブログを
通じて配信する仕組みです。

世界の大学や医療現場などでは講義
や研究成果の発布などにも活用され
ていたり映画や音楽などのプロモー
ションにも広く活用されています。

11月27日、TOMPA_TV名古屋責任者
の足立がアップルストア名古屋栄で
ポッドキャストの活用法や楽しさにつ
いてのビギナー向けワークショップを
開催し、このニュースレターはその会
場からデモとしてリリースしました。
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TOMPA_TV は...

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は主催者・出演者の要望、
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。

TOMPA_TVは静岡県立浜松南高校
出身の同級生２人が始めました。

2011年1月3日は同窓会総会があり
ます。中継しちゃう？（笑）

みんなのインターネット放送局 from HAMAMATSU

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】

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。

ht tp : / /mao.co . jp

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。

トンパテレビ　浜松（事業本部）責任者：村井

トンパテレビ名古屋　　　　　　責任者：足立

TOMPA_TVがどうして歴
史ある全国規模のイベン
トを生中継できたのか、
なぜ毎月コンスタントに
放送をし続けオリジナル
コンテンツも発信してい
くことができるのか？
それについては、いずれ
どこかで...

興味あります？（笑）

TOMPA_TV（トンパテレビ）が放送・制作した番組とその録画版、公開しているビデオクリップを
お使いになる場合は必ずご連絡下さいますよう。お願いします。
原則として、当事者のメリットとなるご利用の仕方については喜んでご利用いただきたいと考えま
すが、ご使用目的や方法などによってはお断りする場合があります。
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