TIME TABLE 2022/4〜2022/6
月 MON

火 TUE

元気はつらつ歌謡曲 月：演歌男子。+ 純烈のドラマチック歌謡

84.2MHz

まちを
「おと」
でつたえる

水 WED

火：岩佐美咲・はやぶさの同期 de どーよ

木 THU

水：浪花人情劇場

木：歌色のキャンバス

金 FRI

5
6

金：ジョージのぶち好きやけー！

㈪〜㈮ 6：00〜7：00 KAT'S IN THE MORNING／カツノリ

いってきますらっしゃい

■㊊〜㊍井川康子 ㊎パワー ★
「いってきます」
の人と
「いってらっしゃい」
の人が気持よく過ごせるように、
忙しい朝に知りたい情報が満載！
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●天気予報 7:30 ㊊〜㊎[住まいのウチイケ] 8:15 ㊊㊌㊎[モルエ中島] 8:30 ㊋〜㊎[ネッツトヨタ苫小牧] 8:50 ㊊〜㊎[創価学会] ）●交通情報 8：34㊎[日の出運輸］
●ニュース 7:25 8:25（室蘭民報社、北海道新聞社）●おくやみのお知らせ
（室蘭葬儀商組合）●ゴミ出し情報 ●給食情報 ●㊊〜㊍ くじ引き占い ●誕生日おめでとう！

ラジオ健康プラザ[日鋼記念病院]

㈬ CFM中継：AIRてっし（名寄市）

①海保１１８ホット情報（室蘭海上保安部）

②④おしゃべり シエスタ

㈭ CFM中継：ラジオニセコ（ニセコ町）
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㈮ 室蘭市防災情報［室蘭市］

①室蘭市からのお知らせ特大号[室蘭市]

②④生まれてくれてありがとう（室蘭市・登別市）

②姉妹都市だより
（静岡市、上越市、宮古島市）

③安心暮らしガイド[室蘭福祉事業協会]

NPOかわらばん

9

④月刊紅茶通信［蘭子チャタイム紅茶店］

ときめきテラス ■ 井餘田華子、小野友美

■ 大山慎介 [北海道田舎プロデュース]

ほっとひとときⅡ ■琴音

FP事務所の「くらしとお金」相談室

［ライフコンパス]

伊達人コミュニティ「つなぐむす部」
■ 伊達人（だてびと）

店長のハッピーエブリデイ! ■ 藤田晶子

ウレシパ ■ 日笠和也、佐藤弘太郎、なべちゃん おしゃべりCafe [桜井珈琲]
ジオパーク．火山の恵み ■ 荒町美紀

得するエコ〜もったいないが地球を救う〜

いぶリング（胆振総合振興局）

④すいすい水族館（市立室蘭水族館）

①室蘭市からのお知らせ特大号 [室蘭市]
終活のススメ［遺品整理のアイ・キャリー］
②④自学へGO！(室蘭中央自動車学園）

弁護士みらいカフェ ■ 増川拓,阿部洋介,本間寛菜 聴いたら発達 ■ 北原辰也
［はったつやさん］
［北海道みらい法律事務所]

KanzyのMusicMountain
［Acoustic Bar KANZY］ ■ Kanzy

堀江淳のファインミュージックアワー
制作：j-Clamp

ハッピーアニマルライフ
15：00〜16：30
16：30〜17：00

Boccaからのお知らせ[牧家]
どらいびんぐ室蘭 [NEXCO東日本]

②④市民会館イベントガイド [室蘭市市民会館]

お天気プラス (室蘭地方気象台)

④知りたいっすサイエンス！

ウィークエンドむろみんプレイバック
（室蘭民報社）

月1〜2回生放送

GOGO RADIO COMPANY ㊊ヤマタ、ちゃぼ ㊋ヤマタ、ハイジ ㊌田村次郎、ハイジ ㊍田村次郎、ちゃぼ
※㊍のみ16：20〜16：30 ドリカフェ〜Dreamers cafē /伊藤沙菜、Nicci
㊊ ドンクモデルの聴かさるラジオ ㊋ NORTH STAR ☆ RADIO /小神ひろゆき、バンビ ㊌ Attractive Hokkaido /伊藤沙菜
㊍ CHEERING！North Land！〜北海道FUN〜 /ダッチ―、田村次郎

オレンジ ■㊊㊋橋本稚葉 ㊌㊍古屋ひかる ㊎星康洋

FRI-HIGH! ■T-MONKEY
①元気・ニコニコ笑顔いんふぉめーしょん [ふなおか薬局］

㈫ ①calling
②あいスポ！ [室蘭市スポーツ協会]
③東京室蘭通信
④スタジオHOKUTO［北斗文化学園］

㈪ ①室蘭市からのお知らせ特大号 [室蘭市]
②かいぎしょ情報 [室蘭商工会議所]
③登別市からのお知らせ特大号[登別市]

㈬①③とぉたるけあ三愛［三愛病院］
②④防災Q＆A

㈭ ラジオ Ｏｈ〜！かわら版 [大川原脳神経外科]

スキップ ■古屋ひかる

18：00〜19：00 Groovin' Stream

TSUTAYAランキング [TSUTAYA室蘭店]

尾﨑佳枝の クラシック♡プロムナード

めんこい子には旅させろっ！

高桑雅信の水曜びゅーでしょう

工大ナビ

セブンスガーデン ■ 坪川拓史

[室蘭工業大学]

[室蘭部品、Ｔ・Ｋブラザー商会］

■ ハヴケイスケ

■ 尾﨑佳枝、田附歩 [晴美写真舘]

Higher and Hire ■ 斉藤司、長澤直裕
[風花、伊達ハイヤー、BEAUTY SALON BELLE]

続・私の玉手箱 ■ 芝垣美男

登別発キャリアコンサルタントです。■ 西 智子 「○○！ゲームおんがく きこうぜ！」

陽のあたる介護 ■アッキー

ごちゃまぜラジオ ■音喜多、細川、井川
[倭会、めもりある大師堂、湊工業、おたがいサロン・ゴチャマーゼ、
「！」］

ジンケトリオ 制作：j-Clamp

■ 高桑雅信

[菓子工房モンパリ]

■ たづきくん、たかはしさん [内藤食品工業]

［ノースメディコ、北海道介護福祉士会日胆支部］

FMとまこまい実行委員会

室蘭歴史の散歩道 ■ 前澤佐土史

MIT-NIGHT ■ MITラジオ放送部

制作：なめらかカワイ音楽事務所

プチ☆ヒュプ ■ことは

鈍色の街 ■KENTO

夢よ急げ！〜 THE ALFEE 全曲紹介ラジオ

港湾音楽街道 ■ きくた、まき

ロック裁判所 制作：j-Clamp

制作：FMとまこまい実行委員会

今日も一日なめらか様でした
制作：j-Clamp

「チェンバリスト明楽みゆきの浪漫紀行」
制作：エフエムしろいし

V/R̲RelatioN

みゆうのみゆうじっく /みゆう
J-HITS FLOOR

番組名の色は…

ミュージックデリバリー 制作：j-Clamｐ
JOKEMICのLocal&Local /JOKEMIC

RADIO WE！

■ 自社制作番組

J-HITS FLOOR

■FMびゅーボランティア制作番組

㈮ どらいびんぐ室蘭 [NEXCO東日本]
室蘭市防災情報［室蘭市］
①室蘭市からのお知らせ特大号 [室蘭市]
④ハッピージャーニー (室蘭観光協会)

制作：Tokyo LIVE制作チーム

No Maps RADIO

■ TAKASIX

制作：j-Clamｐ

スターダストレビューの星になるまで

［Live cafe Soliste］■木村マサキ、大廣まゆこ
①③⑤生放送

college Radio Japan

J-HITS FLOOR

■ 外部制作番組

■ 柿沼清史、寺田正美、林VOH紀勝

川村健司のギタバカ！！ ■ 川村健司
Music Connection

週刊！本庄強 ■ 本庄強

■ DJ MARUYAMA

KEI̲HAYASHI's All That Jam/ KEI̲HAYASHI

voice world

■ wi-radioボランティア制作番組

ロッキンスター
本当に星になったアーティストたち

T s Music SHOWER

Soliste Music Sparking

DJ Nobby s Tokyo LIVE

ご安全に！ ■ツ〜シ〜

よしもとホッカモリ ■ モリマン、札幌吉本若手芸人
東李苑のおしゃべりシフォンケーキ
岸本拓也の頭の中/岸本拓也、ハイジ

後ろの帯色は…

生放送

収録

YOME YOME CLUB
/田村次郎

12:00〜1６:00
SAPPORO HOT１００
/タック・ハーシー

〜STATION DRIVE SATURDAY〜

/ヒロ福地、森ルナ、saori

16：00〜17:30
FUN S AFTERNOON
/佐藤広大、
渡辺菜月、
内海てつや
17:30〜18:00
角松敏生 My BLUES LIFE
/角松敏生
18:00〜19:00
UR LIFESTYLE COLLEGE

15
16

/吉岡里帆
19:00〜20:00
新番組

★ 新鮮な情報がギュッとつまった60分。

●ニュース 17:01（室蘭民報社、北海道新聞社）●天気予報 17：10 ㊊〜㊎[住まいのウチイケ] ●誕生日おめでとう！ ● 測量山ライトアップメッセージ（室蘭ルネッサンス）■ 行政からのお知らせ ㊊〜㊎室蘭市 ㊊㊍登別市 ㊋洞爺湖町 ㊌伊達市 ㊎豊浦町、壮瞥町

Sabaai Sabaai！Thailand

11:30〜12:00
Natural Woman by 北の快適工房
/大黒摩季

ステドラ！

日光印刷

ひろこの音部屋 ■さくまひろこ

10：00〜11:00
/城野康子

13
14

/HITOMI、カツノリ
8：00〜10：00

11:00〜1１:30

日の出運輸 望月電設工業

子育てのわ ■ 髙村泰子、右田永子

Mサプリ ■ miwa、miki

ワイラジ消防チャンネル ■ 名越、矢野、森

■ ゆみ、こと、ゆき、ちえ

①③道新ディスカバリー（北海道新聞）
①③聴いてナットク！認知症

RUNNING PARADISE HOKKAIDO

/REIKO T.ROGERS、飯島寛子

みんなのうた ■ 沼田勇也、上田康郎
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㈮ 室蘭市防災情報［室蘭市］

まちかど中継

NORTH WAVE CALLIN'

ISLAND BREEZE from HAWAII

住まいのウチイケ

●天気予報 12:04㊊〜㊎[住まいのウチイケ] 13:26㊊〜㊎[北海印刷］●交通情報 ●ニュース 11:40
（室蘭民報社、北海道新聞社）●誕生日おめでとう！ ●給食情報
㈬ ①安全安心まちづくりニュース（伊達警察署） ㈭
①東京室蘭通信
①③ようこそ論語の部屋・のぼりべつ（登別市）
②③だてコミュ[伊達市]
②れっつとらいいんぐりっしゅ
④だてラジ宅配便[伊達市]
④観天望気（室蘭地方気象台）

7：30〜8:00
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■行政からのお知らせ ㊊〜㊎室蘭市 ㊊登別市 ㊋洞爺湖町 ㊌伊達市 ㊍壮瞥町 ㊎豊浦町
㈫ まちかど中継

8：00〜9：00
Saturday Music Baggage
9：00〜9：30
CONSA Ole /河合竜二、ハイジ

アクティブ! ■ 星康洋

■㊊㊌㊍ 遠藤奈津美 ㊋㊎ 橋本稚葉 ★Roughにいこう。Laughしよう。 肩の力を抜いてラフに過ごすお昼休み。今日のお昼はどんなかんじ？

㈪地域安全ホットニュース
（室蘭警察署）

6：00〜7：30
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［フィールカーム］

［EKOU］

いただきますごちそうさま ■ こーちゃん、ぬまっち 藤河ちあきのMy favorite things ■ 藤河ちあき お人柄ラジオ ■ 横田晃一、波方元希
［ライフアップ 癒庵]
①Bocca Radio［牧家］■ 成田悠、遠藤奈津美 ［須藤建設、ダイコウ、栗本石油］

ラジこらん [室蘭市] ■ チームラジっ娘

らふ

プレシャスタイム ■ miwa

大山慎介の『復活』北海道(再）

6：00〜8：00
NORTH WAVE CALLIN'

くすもとフーズ

②東京室蘭通信

日 SUN

日の出運輸

東海建設 アール＆イー 花工房夢

■行政からのお知らせ ㊊〜㊎室蘭市 ㊊㊍登別市 ㊋洞爺湖町 ㊌伊達市 ㊍壮瞥町 ㊎豊浦町
㈪ CFM中継：みやこハーバーラジオ（岩手県宮古市） ㈫ CFM中継:エフエムもえる（ 留萌市）

土 SAT

時報提供

20:00〜21:00

17

大山慎介の『復活』北海道

18

おばんです！HAMBURGER BOYS

19
20
21
22
23
0

■ 大山慎介 [北海道田舎プロデュース]

ROCK VIBRATIONS!
/ちゃぼ
21：00〜22：00
ナイトdeライト リビング

/HAMBURGER BOYS

ノースアイランド

制作：ディーファインメディアプロジェクト

THE BEATLES LOVER NO.5
制作：j-Clamp

ななめに、ラブい。/ Furui Riho
室蘭ワクワクナイト

制作：室蘭ベイサイドラジオ
②④生放送！①③再放送！
⑤週目 T-MONKEYのアニソンは世界だ！
/T-MONKEY、いっしー
詳しくは室蘭ベイサイドラジオHPへ！

/ナイトdeライト
22:00〜24:00
4 STEPS JOURNEY／カツノリ
24:00〜25:00
BRAND NEW TUNE

㊊〜㊐

25:00〜TRANSIT NIGHT

FMノースウェーブの番組詳細は
http://825.fm まで

とびだせ！ジュークボックス
■たぁぼっち、こぐま、高橋智佐子 制作：室蘭ベイサイドラジオ
㊏24:00〜レバンガな夜 24:30〜RADIO SATISFACTION 25：00〜METAL MASTER 26：00〜 TRANSIT NIGHT

※FMびゅーでは、
FMノースウェーブへのメール、
リクエストなどは受け付けておりません。

