
 

 

 

 

今月の目玉は香港出身の二人のアクションスター、ブルース・リーとジャッキー・チェンです！ 

月の前半はジャッキー・チェンの映画を昼と夜に 13 本並べました。「プロジェクトＡ」シリーズ、

「ポリス・ストーリー」シリーズは全作品を一挙上映。軽妙で笑いたっぷりのストーリーと本物のア

クションをお楽しみください。 

月の後半はブルース・リーをさまざまな形で特集します。アクション映画に革命を起こし 32 歳で

亡くなったスーパー・ヒーローの今年は生誕 70 周年。そこで、代表作「燃えよドラゴン」｢ドラゴン

危機一発｣「ブルース・リー 死亡遊戯」を 27 日から 3 日連続で放送。映画の後にはそれぞれの意

外なエピソードやこぼれ話を紹介する短い番組も添えました。それに先立つ 26 日にはブルース・リ

ーと親しかったアクション俳優・倉田保昭さんが 70 周年ブームに沸く香港を訪ね、リーが目指した

本物のアクションの真髄を探るドキュメントを放送します。 

さらに命日の 7 月 20 日をはさんだ 16 日と 23 日の「熱中スタジアム」でもブルース・リーを大

特集。彼の魅力をアクション、生き方、二つの側面からファンたちと徹底的に解き明かしてゆきます。

24 日の「ＢＳアーカイブス名作選」でも少林寺などカンフーの聖地で絶技の数々をご覧いただきま

す。 

今月はほかにも、これぞという番組が目白押しです。３日の「ザ・スター」には美輪明宏さんが登

場。19 日の「昭和の歌人（うたびと）たち」は恋のバカンスから宇宙戦艦ヤマトまで聴く者の心を

捉え続けた宮川泰さんを取り上げます。そして 25 日には「私のうたの道 都はるみ」。都はるみさん

が自身の歌人生を過去の名曲、名シーンの数々とともに振り返ります。24 日には４年目を迎えた「気

ままに寄り道バイク旅」。清水國明さんと国井律子さんが今回走るのは南九州。あわせて 19 日から

21 日までこれまでの３回を集中放送します。 

最後に注目のライブを二つ。２日の夜はグループ魂の 15 周年ライブ。宮藤官九郎さん、阿部サダ

ヲさんら劇団・大人計画のメンバーたちのバンドで、高い音楽性とコミカルなコントで大人気です。

30 日の夜は稲垣潤一コンサート。昨年、新しいデュエットの形を模索するアルバムでレコード大賞

企画賞を取った稲垣潤一さんが、辛島美登里さん、松浦亜弥さんと作る大人のステージです。 

今月もＢＳ２でお楽しみください。 
 
   特特特   集集集 番番番 組組組
 

 

 

 

 

２６日（月） 後９：００ ～ １１：００ 

 

 
 

衛星映画劇場 ～永遠のヒーロー ブルース・リー～ 

それはブルース・リーから始まった
～和製ドラゴン・倉田保昭 

   最強アクションを巡る旅～ 

 和製ドラゴン・倉田保昭が香港を訪ね、ブルース・リーが築いたアクション映画の今を紹介。

関係者の証言などからリーの人生を振り返るとともに映画の制作過程に迫り、リーが目指した“本

物のアクション”の真髄を探ります。 

倉田保昭：１９７１年に香港に渡り、数多くの映画に出演。リーと親交があった数少ない日本人で、

リー独特のヌンチャク・アクションは倉田氏との雑談から生まれた。 
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◎ 衛星映画劇場 ～永遠のヒーロー ブルース・リー～ 

    ・２７日（火） 後９：００ ～ １０：４５ 

      「燃えよドラゴン」（１９７３年 アメリカ／香港） 
    ・２８日（水） 後９：００ ～ １０：４５ 

      「ドラゴン危機一発」（１９７１年 香港） 

・２９日（木） 後９：００ ～ １０：４５ 

      「ブルース・リー 死亡遊戯」（１９７８年 香港／アメリカ） 
◎ シネマこぼれ話（仮） 

・２７日（火） 後１０：４５ ～ １１：００ 「燃えよドラゴン」 

・２８日（水） 後１０：４５ ～ １１：００ 「ドラゴン危機一発」 

・２９日（木） 後１０：４５ ～ １１：００ 「ブルース・リー 死亡遊戯」 
 

 

 
 

ジャッキー・チェン特集 

◎ 衛星映画劇場 ～ジャッキー・チェン特集～ 

≪夜間≫ 

・ ５日（月） 後９：００ ～ １０：５０ 

      「プロジェクトＡ」（１９８３年 香港） 

    ・ ６日（火） 後９：００ ～ １０：４５ 

      「プロジェクトＡ２ 史上最大の標的」（１９８７年 香港） 
    ・ ７日（水） 後９：００ ～ １０：５０ 

      「プロジェクト・イーグル」（１９９１年 香港） 

・１２日（月） 後９：００ ～ １０：４５ 

      「ポリス・ストーリー 香港国際警察」（１９８５年 香港） 
    ・１３日（火） 後９：００ ～ １１：０５ 
                        クーロンズ・アイ 

      「ポリス・ストーリー２ 九龍の眼」（１９８８年 香港） 
    ・１４日（水） 後９：００ ～ １０：４０ 

      「ポリス・ストーリー３」（１９９２年 香港） 

・１５日（木） 後９：００ ～ １０：４５ 

      「新ポリス・ストーリー」（１９９３年 香港） 

       ≪午後≫ 

・ ５日（月） 後１：００ ～  ２：４０ 

      「挙精」（１９７８年 香港） 

    ・ ６日（火） 後１：００ ～  ２：４５ 

      「ヤング・マスター 師弟出馬」（１９８０年 香港） 
    ・ ７日（水） 後１：００ ～  ２：５０ 

      「五福星」（１９８４年 香港） 

・ ８日（木） 後１：００ ～  ２：３５ 

      「七福星」（１９８５年 香港） 
    ・ ９日（金） 後１：００ ～  ２：４０ 

「サンダーアーム 龍兄虎弟」（１９８６年 香港） 
・１０日（土） 後１：３０ ～  ３：２０ 

      「スパルタンＸ」（１９８４年 香港） 
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２日（金） 後１１：００ ～ 前０：３０ 
 

宮藤官九郎ら劇団「大人計画」のメンバーで結成された７人組パンクバンド「グループ魂」。個性派で

ありながら高い音楽性が支持され、２００５年には紅白歌合戦にも出場。そんな「グループ魂」の１５

周年ライブをお届けします。 

グループ魂 １５周年ライブ 

 
 

３日（土） 後 ２：００ ～  ４：３０ 

 

 
～日本民謡フェスティバル２０１０～ 

民謡日本一決定！ 

日本各地で開催されている民謡全国大会のチャンピオンたちが、年に一度ホールに集結し「民謡日本一」

を目指して得意の唄を競う「日本民謡フェスティバル２０１０」の模様をたっぷりとお届けします。 

 

 

４日（日） 後 １：００ ～  ２：３０ 

 

文化庁芸術祭、地方の時代映像祭、日本民間放送連盟賞、放送文化基金賞、ＡＴＰ賞、ギャラクシー

賞など、この一年間の放送界を代表する番組コンクール受賞作を放送する「ザ・ベストＴＶ」の関連番

組。受賞番組の制作者たちが集い、企画の発想法や取材のしかた、制作者どうしの連帯や視聴者との関

わりなどについて論じ合います。 

 

 

１９日（月） 前１０：００ ～ １１：３０ 

 

 
 

国内のみならず、世界各国からも最高峰の選手たちが集う国内最大級のダンス選手権「第３１回日本

インターナショナルダンス選手権大会」。番組では、大会でもっとも注目を浴びるプロフェッショナル部

門決勝を中心に熱戦の模様をお伝えします。 

 

 

１９日（月） 後 ７：４５ ～  ９：００ 

 
 
  

和製ポップスの巨匠・宮川泰。ザ・ピーナッツの育ての親として「ふり向かないで」「恋のバカンス」

など数々のヒット曲を手掛ける一方で、「宇宙戦艦ヤマト」のダイナミックな作品にエネルギーを注ぎま

した。宮川泰の音楽人生を、ゆかりの出演者とともにトークと歌でたどります。 

 

 

２４日（土） 後 ８：００ ～  ９：３０ 

 

 
二人一組の旅人がバイクにまたがり、風の向くまま気の向くまま、視聴者推薦の「ふるさとの道」を

たっぷり寄り道しながら、まだ見ぬ道や地元の人たちとの出会いを求め津々浦々を駆けめぐる“日本再

発見”の旅。今回の舞台は「南九州」。霧島から桜島、薩摩半島の池田湖を経て、九州最南端・大隅半島

の佐多岬を目指します。 

昭和の歌人（うたびと）たち 
作曲家 宮川泰 
～「恋のバカンス」 「宇宙戦艦ヤマト」～ 

栄光へのステップ 
～第３１回日本インターナショナル 

ダンス選手権大会～ 

気ままに寄り道バイク旅 
～南九州～ 

ザ・ベスト TV シンポジウム 

旅人：清水國明（タレント・国際A級ライセンス保持）、国井律子（エッセイスト） 
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＜「気ままに寄り道バイク旅」アンコール＞ 

～初夏の北海道横断編～ １９日（月） 後９：００ ～ １１：００ 

～みちのく編～     ２０日（火） 後９：００ ～ １０：３０ 

～初夏の瀬戸内を行く～ ２１日（水） 後９：００ ～ １０：３０ 
 

 

２５日（日） 後 ７：３０ ～  ８：４５ 
 

私のうたの道 「都はるみ」 

「アンコ椿は恋の花」「北の宿から」のヒットをもつ都はるみ。歌謡界を代表する歌手になりながら、

２０年目にして「普通のオバサンに戻りたい」と突然引退を宣言しますが、後に復帰します。今回は、

本人のインタビューと歌唱シーンを軸に、その人生の足跡、生き様を描き出します。 

 

 

３０日（金） 後１１：００ ～ 前０：２９ 

 
 

稲垣潤一の歌声は「スーパーポップボーカル」と呼ばれ、１９８０年代のドライブデートの定番とな

り、「クリスマスキャロルの頃には」など時代を超えて冬の定番曲となっています。デビューから２８年、

「男と女」をテーマにし、新しいデュエットの形を追及したアルバムが日本レコード大賞企画賞（２０

０９）を受賞。大人のシンガーとしてますます磨きのかかった稲垣潤一の国際フォーラムのステージ

「featuring 男と女」をご堪能ください。 

稲垣潤一 コンサート 
～featuring“男と女”～ 

デュエット女性歌手：辛島美登里、松浦亜弥 

 

 

３１日（土） 後 ３：００ ～  ４：３０ 

 

 
ベテランから若手まで、日本中のシャンソン歌手が集合するイベント「シャンソンの夕べ～第

４８回パリ祭から～」。番組ではＮＨＫホールで行われる公演をたっぷりとお楽しみいただき、華

やかなシャンソンの真髄をお伝えします。 

～第４８回パリ祭から～ 

シャンソンの夕べ 

 出演者：石井好子、芳野宏、戸川昌子 

 

 

３１日（土） 後 ８：００ ～ １１：００ 

 
 

日めくりタイムトラベル 
～昭和３２年！～ 

昭和のとある１年に着目し、事件事故から流行までアーカイブスを駆使して昭和の空気を蘇ら

せる３時間。今回は昭和３２年（１９５７年）。「ソ連が世界初の人工衛星の打ち上げに成功」「日

本南極観測隊が南極上陸に成功」「軽三輪自動車『ミゼット』登場」ほか。 

（昭和３２年生まれゲスト） 森永卓郎、桑野信義、中島啓江 

（司会） 松本和也アナウンサー 

（小ネタプレゼンター） 神田山陽（講談師） 

 

                  ６月２１日（月）～７月３０日（金） 

毎週（月）～（金）前８：００ ～ ８：１５ 

（再）毎週（月）～（金）後７：４５ ～ ８：００ 
 

カシャッと一句！フォト５７５ 

「フォト５７５」は、写真と５７５（俳句や川柳など）のコラボレーションによる新感覚アート。あ

なたもかけがいのない一瞬、忘れたくない思い出を、カシャッと一句！写真と言葉で描いてみませんか？ 

出演者：伊集院光（タレント）、武田双雲（書道家）、名越康文（精神科医）ほか 
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定定定   時時時 番番番 組組組 

 

 

毎週（土） 後８：００ ～ ９：５８ 

                   ２４日、３１日は休止 
 ザ☆スター 

 週末の夜、ＮＨＫのスタジオが“あのスター”の全てを伝える夢の空間となります。スターの仲間、

恩師、家族、そして熱烈なファンたちが一堂に会し、豪華な一大ショーを展開。アーカイブスに残る数々

の映像を堪能し、時には秘蔵の映像も公開します。スターの秘密を解き明かす新証言、思い出の品、ゆ

かりの地を取材するリポートも披露。スターの知られざる姿にさまざまな角度から迫り、その魅力を徹

底解剖します。夢のひととき、本物のスターの神髄に触れ、魅力に酔いしれる極上の時間をお楽しみく

ださい。 

 

３日  美輪明宏 

１０日  未 定 

１７日  未 定 

 

毎週（金） 後１０：００ ～ １０：５９ 

  （再）毎週（月） 後 ８：００ ～  ８：５９ 
 

 熱中スタジアム 

 ある趣味や人物・ジャンルに熱中するファンが集まり、その魅力を語り合う視聴者参加型トーク・バ

ラエティー。語るだけでなく、貴重な秘蔵コレクションやお宝グッズ、なりきりパフォーマンス、コス

プレも披露します。 

１６日、２３日には、生誕７０周年を迎える「ブルース・リー」を特集。ブルース・リーの「アクシ

ョン」と「生きざま」を熱く語り合います。 

 

２日 マリンダイビング①「ワンダフル・ダイビング・ライフ」＆紙コップタワー 

９日 マリンダイビング②「トレジャーハント～海のお宝を探せ！」＆都会のタヌキ 

１６日 ブルース・リー①「アクション・オブ・ブルース・リー」＆妄想工作 

（再放送：２６日） 

２３日 ブルース・リー②「ブルース・リーになりたい」＆スノードーム 

（再放送：２７日） 

３０日 永遠の宇宙ロマン①「宇宙へ行きたい！」＆きき水 
 

毎週（土） 前７：３０ ～ ７：４５ 

（再）毎週（土） 後６：４０ ～ ６：５５ 

 

熱 中 人 

 世の中には、多くの人にとって関心のわかないような、とても珍しい趣味にはまり人生を楽しんでい

る人たちがいます。そんな“熱中人”を毎回１人取り上げ、その楽しい暮らしぶりと奇想天外な趣味の

奥深さを紹介します。 
 

３日  「紙コップタワー」 

１０日  「都会のタヌキ」 

   １７日  「妄想工作」 

   ２４日  「スノードーム」 

   ３１日  「きき水」 
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毎週（日） 後１１：５０ ～ 前０：３４ 

           

 
 ネットゲームのヒットがきっかけでアニメが制作され、新人マンガ家がネットでデビューするなど、

近年、マンガ・アニメ・ゲーム・インターネット発のコンテンツは、ジャンルとメディアの垣根を越え、

融合し始めています。この番組は、そんな新時代のマンガ（Ｍ）、アニメ（Ａ）、ゲーム（Ｇ）、ネットを

横断的に取り上げる新しいカルチャー番組です。 

ＭＡＧ・ネット 
～マンガ・アニメ･ゲームのゲンバ～ 

 

４日  「坂本龍馬 マンガ界を席巻！」～ふたつの龍馬のメッセージ～ 

１１日  「化物語」～アニメ映像表現の限界に挑む～ 

１８日  「アイドルマスター」 

   ２５日  「デトロイト・メタル・シティ」～異色バンド漫画が残したキセキ～ 
 

 
毎週（日） 前７：４０ ～ ８：０４ 

（再）毎週（火） 後８：２５ ～ ８：４９ 
 

 Ｍｉ／Ｄｏ／Ｒｉ  
～緑遊のすすめ～ 

植物や水、土、空気などの自然を楽しみながら暮らす「緑遊人」たちの素敵な生き方を紹介する番組

です。 

 

４日  早池峰の水と薪に生かされて ～奥畑充幸～ 

１１日  鴨川から“竹のこころ”を伝えたい ～ジョン・海山・ネプチューン～ 

１８日  礼文の花の防人に ～杣田美野里～ 

２５日  油谷島でいのちの塩を作る ～井上義～ 

 

 

毎週（日） 後７：３０ ～ ８：５８ 

 
ＢＳ日本のうた 

４日 「千葉県・習志野市」  出演：藤あや子、堀内孝雄、石川さゆり、氷川きよし 

冠二郎、門倉有希、タイムファイブ ほか 

１１日 「新潟県・上越市」   出演：小林幸子、中村美律子、角川博、松村和子 

キム・ヨンジャ、青山和子、扇ひろこ ほか 

１８日 「茨城県・常陸大宮市」 出演：石原詢子、水森かおり、瀬川瑛子、ジェロ 

麻丘めぐみ、チェウニ、香田晋、八代亜紀 ほか 
 

 

（金） 後９：００ ～ ９：５９ 

（再）（木） 後５：００ ～ ５：５９ 

 

ごきげん歌謡笑劇団 

２日 「茨城県・土浦市」 出演：綾小路きみまろ、早乙女太一、さかなクン 

青空球児、天童よしみ、長山洋子、橋幸夫、マギー審司 

 

９日 「埼玉県・新座市」 出演：綾小路きみまろ、早乙女太一、さかなクン 

伍代夏子、コロッケ、田川寿美、松川未樹、美川憲一 
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どれみふぁワンダーランド 
毎週（土） 後１０：００ ～ １０：５９ 

３１日は休止 

「音楽の原点である“音を楽しむこと”にたちかえり、音楽のジャンル分けや常識にとらわれない「自

由な音楽の楽しみ方」を提案する音楽バラエティー番組です。クラシック、ポップス、ジャズから歌謡曲

まで、あらゆる音楽を独自の切り口で楽しく伝えます。 

３日 音楽の深読み：「赤とんぼの深読み」  ライブハウスＯＫＥＩ：ゲスト ＲＯＬＬＹ 

１０日 音楽の深読み：「イントロのつくりかた」ライブハウスＯＫＥＩ：ゲスト 高橋克実 

１７日 音楽の深読み：「大きな古時計の深読み」ライブハウスＯＫＥＩ：ゲスト 東儀秀樹 

２４日 音楽の深読み：「アナログ万歳」    ライブハウスＯＫＥＩ：ゲスト 川平慈英 

 

 
 
海外連続ドラマ 

・「イ・サン」 毎週（日） 後 ９：００ ～ １０：００ 

・「名探偵モンク７」 毎週（火） 後１１：００ ～ １１：４５ 

                  （１３日 後１１：０５ ～ １１：５０） 

・「デスパレートな妻たち ５」 毎週（水） 後１１：００ ～ １１：４５ 

・「刑事コロンボ」 毎週（木） 後 ９：００ ～ １０：４０ 

          （１５日、２９日は休止） 

・「ＥＲ１４緊急救命室」 毎週（木） 後１１：００ ～ １１：４５ 

                （１５日 後１１：１５ ～ 前０：００） 

（２９日 後１１：１０ ～ １１：５５） 

 
 

毎週（日） 後１１：００ ～ １１：５０ 
 

  

衛 星 ア ニ メ 劇 場  

<新>人造人間キカイダー 

「ツバサ・クロニクル２」が４日に最終回を迎え、１１日から新番組「人造人間キカイダー」がスタ

ートします！不完全な良心回路を持つ人造人間のジローが、善と悪との狭間で葛藤する様を描く、石ノ

森章太郎原作のアニメです。「ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ」と２本立てでお楽しみください。 

 

 

毎週（土） 後１１：００ ～ 前１：０５ 
 

 

 ＢＳアーカイブス名作選 

 衛星放送２０年余の歴史の中から、斬新な番組や話題となった番組をあらためてご覧いただきます。

２４日には、ブルース・リー特集の一環として、カンフー（中国武術）の絶技の世界へ誘います。 

 

３日 「極北の大岩壁 ～北極圏・１２００メートルの壁に挑む～」（２００３年放送） 

  １０日  「日本人カメラマン野生に挑む マレーシア巨大昆虫の世界」（２００５年放送） 

  １７日  「謎の都 飛鳥京発掘 ～よみがえる“水の都”～」（２００１年放送） 

  ２４日  「カンフー 絶技のすべて 驚異の中国武術」（２００６年放送） 

  ３１日 「体感！世界の祭 疾走！エンシエロ 牛も走る 人も走る 

スペイン サン・フェルミン祭」（２００２年放送） 
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毎週（木） 後６：００ ～ ６：５０ 

１５日は休止 

 

「お笑いオンステージ」、「レッツゴーヤング」、「この人・ショー」など、かつて一世を風靡した 

蔵出し劇場 

とっておき ショータイム 

総合テレビの大人気エンターテインメント番組をお送りしていきます。７月は「レッツゴーヤング」、

「この人・ショー」をお楽しみください。 
 

１日 レッツゴーヤング「はみだしチャンピオン」 

８日 レッツゴーヤング「サンデーズ 涙の卒業式」 

２２日 この人ショー「柳家小さん」 

２９日 この人ショー「淡谷のり子」 

 

毎週（土） 後４：３０ ～ ６：００ 
                   １７日、２４日は休止 

 

 衛星ハイビジョンでの新シリーズ放送の前に、旧シリーズから１本放送するなど、衛星ハイビジョン

ソフトの魅力を御案内するアンコール枠です。 

プレミアム８ ／ 
ハイビジョン特集 

 
３日  ハイビジョン特集  （DHV 3/2） 

「仲道郁代 ショパンのミステリー 特別編」 
  １０日  プレミアム８＜人物＞（DHV 09/8/13） 

        １００年インタビュー「柳田邦男」 

３１日  プレミアム８＜紀行＞（DHV 3/31） 

        世界の名峰 グレートサミッツ「モンブラン～アルプスの白き女王～」 

 
毎週（月）前０：４０ ～ ４：４０＜(日)深夜＞ 

 
 「クラシック音楽」「演劇・古典芸能」という舞台芸術から選りすぐりの公演を、存分に楽しんでい

ただく、４時間の大型番組です。 

プレミアムシアター 

 
５日 パリ・オペラ座バスティーユ 歌劇「夢遊病の女」（ベルリーニ） 
    新国立劇場公演 歌劇「ヴォツェック」（ベルク） 

１２日 歌舞伎「実録先代萩」「助六由縁江戸桜」 
１９日 勅使川原三郎「オブセッション」 

     バットシェバ舞踊団「マックス」 
     インバル・ピント・カンパニー「オイスター」  
２６日 ルツェルン復活祭音楽祭２０１０ クラウディオ・アバド指揮 
      シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラ演奏会 

グスターボ・ドゥダメル ロサンゼルス・フィル音楽監督就任記念演奏会 
 

 

毎週（土）前０：４５ ～ ＜(金)深夜＞ 

                  
 「小劇場舞台」の醍醐味をご堪能いただく番組です。話題となった舞台の数々をご覧ください。 

ミッドナイトステージ館 

 
  ３日 「女ねずみ小僧」～目明しの女房～ 

作：横内謙介 

演出：岡村俊一 

出演：大地真央、渡辺徹、柴吹淳、彩輝なお、川﨑麻世、 

山村紅葉、松山政路、三倉茉奈、三倉佳奈 ほか 

【２００７年１１月 明治座】 
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１０日 りゅーとぴあ能楽堂 

シェイクスピアシリーズ「マクベス」 

作：ウィリアム・シェイクスピア 

構成・演出：栗田芳宏 

出演：市川右近、市川笑也、藤間紫、菅生隆之、谷田歩、 

市川喜之助 ほか 

【２００７年４月 国立能楽堂】 

 

 １７日 小松政夫 VS コロッケ 

「爆笑街道まっしぐら」 

作・脚本・演出：田村隆 

作：清水東 

出演：小松政夫、コロッケ、遠藤真輝、亀沢孤独 ほか 

【２００８年１１月 シアターアプル】 

  ２４日 ＡＧＡＰＥ ｓｔｏｒｅ 最終公演 

「残念なお知らせ」 

作：桝野幸宏 

演出：Ｇ２ 

出演：松尾貴史、片桐仁、新谷真弓、岩井秀人、 

吉本菜穂子、久ヶ沢徹 ほか 

【２０１０年２月 全労災ホール スペースゼロ】 

３１日 子供のためのシェイクスピアカンパニー 

「夏の夜の夢」 

作：ウィリアム・シェイクスピア 

脚本・演出：山崎清介 

出演：山崎清介、伊沢磨紀、福井貴一、佐藤誓、山口雅義、 

戸谷昌弘、土屋良太、キム・テイ、大内めぐみ 

                       【２００７年７月 東京グローブ座】 

 

 

 

 

第６５期 囲碁本因坊戦 

○<第６局> ～静岡県・河津町～ 
１４日（水）前 ９：００～１０：００、後６：００～６：３０ 

１５日（木）前 ９：００～１０：００、後６：００～６：５５ 

１５日（木）後１０：４５～１０：５５（速報！囲碁本因坊戦） 

○<第７局> ～新潟県・妙高市～ 
２８日（水）前 ９：００～１０：００、後５：００～６：００ 

２９日（木）前 ９：００～１０：００、後４：００～６：００ 

２９日（木）後１１：００～１１：１０（速報！囲碁本因坊戦） 
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