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＜番組概要＞ 

 １０年前、東海テレビ５０周年のイベント「わんだほ！東海テレビ大感謝祭」で、来場者に書いて
もらった「10年後の自分や家族に宛てたメッセージ」。夢は叶ったのか?思い描いた人生を歩んで
いるのか？配達人が届けに行き、それぞれの人の10年を総力取材します。そして、番組をナビ
ゲートするのは、10歳のタレント寺田心くん。過ぎ去ってみれば短い10年。しかし10年あればな
んでもできる！そんな思いになれるハートフルなバラエティです。 

●紹介するのは・・・
■難病に侵されながらもオールジャパンに挑み続けるラグビー少年
■脳梗塞で倒れた夫を介護する妻…ウクレレが奏でる愛のメッセージ
■１年で４０か国！世界一周した夫婦の仰天エピソード
■バレリーナを夢見た７歳の少女、驚きの現在…

放 送 日：３月３１日（日）  １３時４５分～１４時５０分 
放送エリア：東海地区ローカル  
出演者：＜ナビゲーター＞寺田心 

あなたはどんな１０年を過ごしましたか？ 
夢は叶いましたか？自分が描いた人生を歩んでいますか？ 

東海テレビ開局60周年記念 
「未来郵便 １０年後のあなたへ」 
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＜番組概要＞  

この番組「スイッチ！」は、“地域の皆さんとのつながり”を大切にした、月曜〜金曜に東
海地区で放送中の地域に密着した生情報番組です。「社会とつながる」 「地域とつなが
る」「生活のヒントが見つけられる」事を大切にして、番組を制作しています。 
 去年は「ふるさとイチバン!」というコンセプトのもと、地域の名物や名所を取り上げる

「街自慢中継」をスタートさせたり、地域の人とのふれあいを重視した「街歩き」などを中
心に放送してきました。４月から始まる新年度は、これまでの街情報に加え、生活の
ちょっとしたヒントになる情報もお届けしていきます。お財布を助けるお得情報や、節約
術、掃除、ファッション、健康、そして旅やグルメなど…視聴者が興味のある“今感”のあ
る生活情報を幅広く提供します。 

 ４月１日（月）から東海テレビの朝が変わります 
            新ＭＣに藤本晶子アナ＆速水里彩アナ！ 
 
 放送開始から７年目を迎える 
        キャッチフレーズは“一緒に暮らそ！” 

（毎週月曜～金曜 午前9時50分～11時15分放送中） 

写真左から）藤本晶子アナ、速水里彩アナ 
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＜新コーナー案＞  
『お値切りマンデー（仮）』月曜日 生中継  月１～２回 

⇒タージンが、繁盛している東海地方のマルシェやスーパーなどにおじゃまして、その日のイチオシ
商品やお買い得情報を紹介します。さらなるサービスを求め、値切り交渉も！きょうはどれだけお
得になるのか？サイコロでサービスが決まります。 
 
『東海３県！商店街に行こう！（仮）』水曜日 生中継  月１～２回 
⇒商店街は、その街ならではの商品やヒトが集まっている！ということで、リポーターが、東海3県

の商店街を巡り、生放送中にその街ならではの、視聴者プレゼントを作ります！そして店を巡りな
がら、その商店街の魅力も伝えます！ 
 
＜新特集案＞  

主婦目線を重視。家計を助けるやりくり術、お掃除＆収納術など、ＨＯＷＴＯ企画を提案するほか、
家庭菜園やダイエットなど、長期にわたる連続企画にも挑戦します。また、「認知症」をテーマにした
企画は、介護される側ではなく、介護する側の視点から特集を組むなど、新たな視点で展開してい
きます。 
 
＜はじめまして＞ 
『知多八十八か所を巡る』 
高井アナの街歩き企画は、地元の人たちとのふれあい、そこに息づく歴史を知る…まさに「ふるさと

イチバン！」を具現化した企画で、「スイッチ！」の看板コーナーでもあります。街道を歩くシリーズ
は、現在の飛騨街道をもって終了しますが、あらたな旅がスタート。東海地方のお遍路旅。６５歳を
迎えた高井アナ、地域の人と触れ合い歴史に触れます。 
 
＜新ＭＣ＞ 

新しい「スイッチ！」の顔は、産休、育休を経て現場に復帰した、まさに子育て真っ最中の藤本アナ。
そして、昨年末に結婚し新たな生活をスタートさせた名古屋生まれ名古屋育ちの速水アナが務め
ます。 
 

【藤本晶子プロフィール】 

２００７年４月 入社 

O型、おうし座、山口県防府市出身、フェリス女学院大学卒 

 

 

【速水里彩プロフィール】 

２０１７年１月 入社 

O型、おうし座、名古屋市守山区出身、金城大学卒 
 
 
＜新レギュラー出演者＞  
くわばたりえ（毎週水曜） 
平野ノラ（隔週火曜日）  
高橋ひとみ（隔週金曜日）  ほか 

以上 
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  4月からは「ニュースOne」全国ネットのメインキャスターを、 
 フリーアナウンサーの加藤綾子さんが務めます。 
 またローカルニュースには、これまで「スイッチ！」で朝の顔として活躍してきた 
 長島弘樹アナと恒川英里アナがフィールドキャスターとして加入！ 
 ネットもローカルも、身近で「信頼できる情報」というニュースの原点を大切にし、 
 パワーアップします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■昼・夜帯ニュースは『Live  News』に！ 
 
  「私が知りたい今がある」をコンセプトに、視聴者の目線に立ち、 
 時事問題から身近なニュースまで（Live=）「生き生きと」、 
 そして時には（Live=）「生生しく」視聴者のニーズに応えるよう、 
 親しみやすさや手触り感のあるニュースをお届けしていきます。 
 
 ◆『Live News days』 
   毎週月～金 11時30分～11時53分放送 （土日 11時50分～12時） 
   キャスター：島田彩夏（月~金）、奥寺健（月～水）、野島卓（木・金）、山中章子（土日） 
           （フジテレビアナウンサー） 
 ◆『Live News α』  
   毎週月～木 23時40分~24時25分、金 24時10分~24時55分放送 
   メーンキャスター：三田友梨佳（月～木）、内田嶺衣奈（金）（フジテレビアナウンサー） 
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『ニュースOne』 
  全国ネットのメインキャスターに加藤綾子！ 
     ローカルゾーンには新フィールドキャスター加入！ 

上山真未        高井一 長島弘樹       恒川英里 加藤綾子 
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 2016年4月、52年余り続いた「昼ドラ」から「オトナの土ドラ」へバトンタッチして、丸３年が経過し

ました。ユースケ・サンタマリアさんの鬼気迫る熱演が強いインパクトを残した記念すべき第１作
「火の粉」を皮切りに、重厚な人間ドラマやさわやかな感動作、さらには昼ドラを彷彿させるラブス
トーリーからＳＦ要素の入った異色作まで、様々なジャンルの作品に挑戦してきました。現在放送
中の「絶対正義」は、山口紗弥加さん演じる主人公の狂気じみたキャラクターがＳＮＳを中心に大
きな話題を呼んでおり、“エッジの効いた斬新な企画に挑戦する深夜ドラマ枠”として定着してきた
のではと手ごたえを感じています。 
   

 そして、いよいよ４年目に突入するこの４月、「オトナの土ドラ」が世に放つ作品は・・・「犯罪症候
群」に続くＷＯＷＯＷとの共同製作第２弾「ミラー・ツインズ」！ 
 主演はKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔さん。自身初となる一人二役で、刑事と犯罪者、まったく違う道

を歩む生き別れた双子という難役に挑戦します。倉科カナさんや高橋克典さん、石黒賢さんと
いった豪華実力派キャストが脇を固め、謎が謎を呼ぶスリリングなサスペンスドラマが繰り広げら
れます。 

 「オトナの土ドラ」は、これからも「土曜の夜は眠らせない！」を合言葉に、面白く刺激的なドラマ
作りに挑戦していきます。ご期待ください。 

＊＊＊ 

  
【タイトル】 オトナの土ドラ 
         東海テレビ×ＷＯＷＯＷ共同製作連続ドラマ 
        ミラー・ツインズ Ｓｅａｓｏｎ１ 
 
【放送日時】 ４月６日スタート 毎週土曜23：40～24：35 全８回 
 
【出演】 藤ヶ谷太輔 
      倉科カナ 
      渡辺大 
      武田梨奈 
      温水洋一 
      村上知子（森三中） 
      石黒賢 
      高橋克典 
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オトナの土ドラは４年目に突入！ 第19作目は・・・ 

「東海テレビ×ＷＯＷＯＷ共同製作連続ドラマ 
ミラー・ツインズ Ｓｅａｓｏｎ１」 
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 個人やチームがコンピューターゲームで対戦する競技「ｅスポーツ」。新たなコンテンツとして90
年代後半から欧米を中心に盛んになり、ここ数年で日本でも急速に普及してきました。今年9月に

は、茨城国体の関連行事として都道府県対抗の選手権大会開催も予定されています。東海テレ
ビはこの分野にいち早く着目し、在名テレビ局としては初めてのビジネス展開を昨年より進めてき
ました。そして今年に入り、そのステージをさらに上げ、イベントや番組制作等に一層力を入れて
います。  

 そんな中、セントレアに新設される愛知県国際展示場のオープニングイベントとして行われる「ｅ
スポーツの祭典」を、実行委員会の一員として統括するとともに、愛知県および国内芸能事務所
におけるｅスポーツ事業の第一人者、よしもとクリエイティブ・エージェンシー等をパートナーに、番
組制作などを通して、世界に向けたイベントとして発信していきます。  
 「eスポーツの祭典」は、ｅスポーツとエンターテインメントを融合させた日本初のイベントで、国際
大会開催も予定しており、試合の模様は世界的動画配信サービス「twichi（ツイッチ）」で配信され
ます。オープニングイベント3日間を通じて3万人以上の動員を見込んでいます。 

  
■ｅスポーツ関連のイベント・番組 
【番組】 
 ① 「DETONATOR CHANNEL 名古屋発！ｅスポーツとゲームの魅力を徹底紹介！」 
    3月4日（月）～ 毎週月曜25：05～25：35  全４回 
    日本のプロゲーミングチーム「DETONATOR」とコラボ 
 ② 「enjoy スポーツ！」（仮） 
    4月8日スタート 毎週月曜21：54～22：00  

    ｅスポーツについて、わかりやすく紹介するミニ番組  
 ③ 「コーポ Ｂダッシュ」（仮） 
    4月スタート（調整中） 毎週月曜25：05～25：35 
    ライトユーザーに向けて、ｅスポーツの魅力を発信 
      

【イベント】 
 「乱（ＬＡＮ）by Ｎagoya e-Sports Festival」 
    とき： 2019年3月29日（金）～31日（日） 
    ところ： 東海テレビ テレピアホール 
   
  名古屋初のゲームイベント「LAN」パーティ。 
  来場者それぞれが会場にゲーム機・ＰＣを持ち込み、 
  オフラインのネットワーク環境の中で“歴戦のツワモノ”たちとの対戦を楽しむ。 
 
【過去開催イベント】  
 「Nagoya e-Sports Festival vol.0」 
       
 2018年3月4日（日） 東海テレビ テレピアホールにて 
 プロゲーミングチームを招き、ｅスポーツの凄さや 
 楽しさを伝えるエキシビションイベントを開催。 
 来場者数 1,717人。 
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セントレア・空港島に建設中の愛知県国際展示場のオープニングイベント 

「ｅスポーツの祭典」を開催！ 
とき：2019年8月30日（金）～9月1日（日） 
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＜イベント内容＞ 

名古屋の中心部に位置しながら、深閑と静まる熱田神宮。古くより格別に尊いお宮として篤い崇
敬を集めてきました。樹齢千年を超える大楠をはじめ、緑豊かな木々が生い茂る境内は、市民の
心のオアシスとして親しまれ、年間７０もの祭典神事が昔ながらに執り行われています。 

これまで境内において音楽コンサートが行われたことはありませんが、今回「天皇陛下御即位３０
年」の奉祝記念として、特別に開催の許可を得ることができました。 

名古屋や熱田神宮にゆかりのあるアーティストを迎えて華々しく、そして清々と熱田神宮初となる
野外音楽コンサートを行います。 
 
＜イベント概要＞ 
と き：平成31年3月23日（土）・3月24日（日） 
    各日 12：30開演（11：30開場）・18：00開演（17：00開場） <全4公演> 
ところ：熱田神宮 東門野外特設ステージ（名古屋市熱田区神宮一丁目1-1） 
出演：23日（土） 12：30開演 祭ｎｉｎｅ．/ BOYS AND MEN研究生    18：00開演 Ms.OOJA 
           24日（日） 12：30開演 May’n      18:00開演 BOYS AND MEN 
チケット：各公演 指定席（椅子席 前方）¥5,600  スタンディング（ブロック内自由 後方）¥5,400 
 

BOYS AND MEN 
 
 
 

   BOYS AND MEN研究生 
 
 
 

    Ms.OOJA 
 
 
 

 May’n       
 
 
 

祭nine. 
 
 
 

2019年3月13日（水）発行    －７－                東海テレビ 

天皇陛下御即位３０年奉祝記念 

熱田神宮コンサート 
東海テレビ放送 開局６０周年記念 


