と

を

2022

秋

ご自由にお持ち下さい

プレゼント付 !

特集

SAKANAYASAN
さかなやさん

撮影：M's Photo room
メッセージ・リクエスト受付中！

Eメール 842@fmview.jp

●番組表
（2022年10月～12月）発行：室蘭まちづくり放送株式会社

FAX

0143-84-1663

発行日：2022年10月 1 日 発行部数：15,000部

室蘭ダイヤモータース株式会社

室蘭本社

スピードは控えめに。エコドライブで環境にやさしく。

室蘭市日の出町 3-4-62(陸運支局隣り)
TEL0143-44-5175

伊 達 店

伊達市長和町 418-2
TEL0142-21-2211

路線バスの位置が スマホひとつで解決！！
ひと目で分かる！
無料
FREE!

近くのバス停は？
時刻表は？

バスの現在地は
どこだろう？

道南バスのバスロケーションシステム
今すぐ
アクセス！

バスキタ道南

検 索

〇〇から〇〇までの
運賃は？時間は？

詳しいご利用方法はお気軽に
お問い合わせください！
本社
TEL.0143-45-2131（代表）

ht t ps://d b.b u s kit a.co m/

コンサルタント・不動産

北海道知事胆振
（7）
第755号

土地・建物 売りたい方もご相談ください
本社：室蘭市中島町2-17-15第2小がねビル1F

TEL
地元のために、お客様のために。

0143-43-3131

苫小牧店：苫小牧市泉町2-4-5

TEL

0144-38-3131

札幌店：札幌市厚別区厚別南5丁目1-57
サントノーレ2F

TEL

一般住宅等の関するご相談は…
1

011-398-4561
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リクエストメールは…

842@fmview.jp

〒０５０－００８４ 室蘭市みゆき町 ２ －１３－ １
輪西多目的センター ４ Ｆ
TEL：0143-84-1662 FAX：0143-84-1663
E-mail
842@fmview.jp
HomePage http://fmview.jp

秋

快眠と寝具 のことならお任せください。

免疫力とは、私たちの体に
睡眠は
もともと備わっている病原体から体を守る力のこと
免疫力アップにも
かかわっています。

風邪をひきそうな時でも、一晩寝て朝起きたら治ってしまっ
たという経験がある人は多いのではないでしょうか。これは、
ただ休んだからということだけでなく、寝ている間に体がメン
テナンスされ、免疫力が高まったからです。免疫は、ウイルス
などの外敵から体を守るだけでなく、体内で発生したがんも
退治する働きを持っています。
免疫力を高めるには、質の良い睡眠を充分とる必要が
あります。
質の良い睡眠をとることによって、私たちは自分自身の
体を守っているのです。

スリープマスター

菊地洋平が

おしえる

ピローアドバイザーが
枕をピッタリに調整します。

安心
システム

「オーダーメイドピロー」

ご購入後の調節も無料で承ります！

税抜

円～（税込27,500円~）

S：42,000円 SD：57,000円 D：72,000円
（税込

S：46,200円

SD：62,700円 D：79,200円）
駅

●エネオス

蘭

室

●
ちょいすさん
鴨井医院さん●

●室蘭郵便局

Ｐ

▲

浜町商店街駐車場

2

さん

（0143）

●
交番

●アークス

スリープマスター・ピローアドバイザー・羽毛診断士 のいるお店

当店

特集

A
Y
A
N
SAN
A
K
A
S
さかなやさん

2023年度
入学生募集中！
AO入試・推薦入試
スタート
北海道福祉教育専門学校

こども未来学科（保育士養成）／自立支援介護福祉学科（介護福祉士養成）／専攻科日本語教育課程

北斗文化学園インターナショナル調理技術専門学校

専門課程 調理師学科（調理師養成）／専攻科プロフェッショナルコース

3

住所：室蘭市母恋北町1丁目5番11号
TEL : 0143-22-7711

FAX : 0143-22-7723

魚てつ
すめ
秋 のおす
室蘭産の生筋子は楽しみに
してくれている方も多く、
特に10月頭頃は大きくて美味しいです！
あと、煮魚の魅力も是非知ってほしいです！

自家製の干し魚
毎日市場で仕入れている新鮮な魚の中から、
宗八、ホッケ、オイランガレイなどの干物をつくっています。

こちらもお
すす
！
め

たらこ

プリっと粒が揃い、
身もしっかり詰まっているので、
ご飯のお供からパスタや子和えまで、
何に使っても主役になる美味しさです。

魚料理は「煮魚」推しのご主人。
是非お試しを！

魚
創業39年。何十年も通っ
てくださるお客様も多い、
輪西に根付いた対面販売の
鮮魚店。
「魚 を さ ば い て ほ し い」
といったご注文にもその場
で対応いたします。
地方発送も承っておりま
すので、年末の贈り物にも
どうぞ！

〒059-0493

室

JR輪西駅

蘭

新

道

セブンイレブン●
室蘭市市民会館
●

魚てつ

（ぷらっとてついち内）
●
ツルハドラッグ

住所：室蘭市輪西町 2－5－1（ぷらっとてついち内） 電話：0143－44－5961
営業時間：月～土曜日／ 10：00～18：00 頃 日曜日／ 9：00～18：00 頃
定休日：月の最終日曜日、その他不定休
駐車場：ぷらっとてついち駐車場をご利用ください

登別市中登別町24番地12

☎（0143）
83-1111（代表）

http://www.sanai-hospital.or.jp

平
受付時間

日／午前８時30分～午前11時30分、午後１時00分～午後４時30分
※午後は予約となります.
土曜日／午前８時30分から午前11時30分

診療科目

精神科・老年精神科・内科・老年内科・心療内科・循環器内科・消化器内科・リハビリテーション科・皮膚科・眼科・
歯科口腔外科・歯科・漢方外来・禁煙外来

ＦＭびゅー「とぉたるけあ三愛」毎月 第１・第３週水曜日 17：39 ～
4

放送中

ヤマサン渡辺商店
すめ
秋 のおす
秋のオススメは、秋鮭、イクラ、
真ダラ、真ダチ！
特に真ダラは鍋やムニエルで、
プリップリの真ダチはタチポンや
天ぷらで！

海鮮丼
旬のネタがタップリのった大満足メニュー！
なのにお値段は 1,000 円～と
お財布にも優しいのが嬉しい！

こちらもお
すす
！
め

自家製いくら、
タラの味噌漬け

自家製で、ご飯のお供にも、
お酒のつまみにもピッタリな
一品です。

お店の奥にはお食事スペースも。

魚

至 JR鷲別駅
旧公設地方卸売市場
●

四代続く魚屋さん。
室蘭近海の魚を地元はも
ちろん、全国へ発送してい
ます。
お買い物だけでなくお食
事もできるので、美味しい
海の幸をお店でもお家でも
お楽しみ頂けます。

ヤマサン
渡辺商店

●
日の出公園

107

●リリー
文化幼稚園

●セブンイレブン
鷲別郵便局●
36

住所：室蘭市日の出町 2－14 電話：0143－44－1078
HP：Instagram あり
営業時間：７：30～ 18：00 お食事は 11：00～ 14：00
定休日：水曜日、日曜日 駐車場：15台

大好評！ひざへの負担を軽くする
ひざにやさしいシューズです

ひざを快適に。

あなたの

悪路さえ、悠々と。

創業 昭和24年 おかげさまで73年

シューズ
＆
バッグ

北海道日産

室蘭店：室蘭市日の出町 3-7-10 TEL 0143-44-2101
伊達店：伊達市梅本町 39-40
TEL 0142-23-4112

住所 : 室蘭市輪西町２-５-１ぷらっと 。てついち内
☎ ０１４３-４４-４６３８ 営業時間 ： １０ : ００～２０ : ００

5

こ

ハイ・フィッシュ・みなしん
すすめ！
もお
ら
ち

すめ
秋 のおす

お刺身

宗八や、なめたガレイなど、
鮮度が良いからこそ食べられる
珍しい魚が並ぶことも。

お刺身盛り合わせのご注文は
4 日前まで。

秋はやっぱり鮭や鱈が美味しい季節！
鮭はちゃんちゃん焼きやシチュー、
鱈は鍋などの野菜と一緒に
食べられる料理がオススメです！

自家製干物
丁寧に仕込まれた干物は旬の魚の旨味がギュッと濃縮。
中でも一番人気の「塩サバ」は電話予約だけで売り切れてしまう日も。

魚
市内飲食店などに海産物
を 卸 し て い た 皆 川 さ ん が、
2019年９月 に ハ ッ ク 内 に
オ ー プ ン。店 内 に は、そ の
日の朝に仕入れた室蘭産中
心のお魚がズラリ。会話を
楽しみながらアットホーム
な雰囲気でお買い物ができ
ます。ちなみに店名の「みな
しん」は代表の皆川さんの昔
のあだ名との事。

至 伊達

白鳥台北公園
●
室蘭太平洋病院
●

ハイ・フィッシュ・
みなしん（ハック内）

37

●
白蘭小

住所：室蘭市白鳥台５－１－４ 白鳥台ショッピングセンターハック内
電話：0143－48－9022 HP：Twitter、Instagram あり
営業時間：10：00～19：00
定休日：不定休 駐車場：ハック駐車場をご利用ください

コリコリ食感がたまらない！

白老牛 A5 ランク肉使用
贅沢にステーキ肉を ON ！

牛タン焼肉丼（タレ・塩レモン）1,000円

白老牛特上ステーキ丼

●住所：室蘭市中島町 1-21-1 グリンデパート内
●電話：0143-46-4129 ●定休日：水曜日
●営業時間：肉 10：00～18：00/ どんぶり 11：00～

1,300円

室蘭全域、登別（鷲別、美園、若草、新生）無料配達

※３個以上のご注文から

●ご予約：当日 10：00 迄
●受け渡し：店頭11：00～15：00

（予約分販売終了まで）

配達11：45～15：00

※配達の受け渡しは木曜～日曜

6

まるひろ伊藤水産
すめ
秋 のおす

自家製干物・漬け魚
お家でグルメを楽しんだり、
料理に凝ったりする方が増えているので、
本当に美味しいものを！という思いで
丁寧につくっています。

オススメは秋鮭に大粒の生筋子、
キンキやホッケもオススメです！
特にキンキのお刺身は、
新鮮なものが手に入る時期にこそ
食べてみてほしい食べ方です！

こちら
もお
す

食品ロスを減らす為、
ツマなどを使わずに丁度よい量で
盛り合わせたお刺身。
要チェックですよ !

め！
す

ちょこっと盛り

見た目は可愛いですが内容は豪華！

魚
水産品仲卸や漁師の経験
を持つご主人が昨年の５月
にオープン。
「日本一小さな魚屋さん」
と自称するように、入店は
一度に３名ずつ。
それでも新鮮な魚介類を
求めて様々なお客様が来店
されます。

782

岡志別の森運動公園
●

至 JR登別駅

まるひろ
伊藤水産

36

●
登別クリンクルセンター●
ソーダ食堂

住所：登別市千歳町 6－1－64 電話：0143－57－6125
HP：Twitter、Instagram あり
営業時間：10：30～ 17：30 定休日：日曜・祝日と市場が休みの水曜は不定休
駐車場：2 台

アパート･マンション
FC 室蘭店

お部屋探しは

北海道知事 胆振
（3）
第957号

株式会社

森賃貸住宅サービス
TEL0143‐45‐6731

■営業時間 / 9：15～18：00 ■定休日 / 日曜・祝日・第1土曜・3週目の水曜
室蘭市高砂町5ｰ8ｰ11 https://www.hmfc-muroran.com/

当社自社物件は

仲介手数料

自社物件所有数地域
7

円

この辺では見かけない珍しい魚に
出会うことも！

まるせん木村屋
こちらもおす
すめ

お刺身

！

生にこだわったお刺身は、
予算にあわせた盛り合わせも承っています。
※２日前までにご予約ください。

すめ
秋 のおす
オススメは秋鮭、生筋子、秋刀魚
鮭はちゃんちゃん焼き、
秋刀魚はシンプルに塩焼きで
楽しむのが〇！

自家製の干物
店内の一角を占める自家製干物。
旬ならではのしっかりとした身から
溢れ出る旨味を是非味わってください！

魚
元々は水産加工品のお店を営ん
でいましたが、昨年の９月にまる
せん木村屋としてオープン。食べ
て美味しい！見て楽しい！「水族
館のような鮮魚店にしたい」とい
うだけあって、生け簀やなまず店
長の泳ぐ水槽のある店内は見てい
てワクワクします！時折イベント
も行っており、同じ敷地内のお店
と一緒に道の駅のような盛り上が
りを目指しています。

至 JR登別駅
カムイ電子
●
●
ファミリーマート

まるせん
木村屋

36

●
幌別東小

住所：登別市千歳町 2－6－10 電話：0143－84－8162
HP：Twitter、Instagram あり
営業時間：10：30～17：00 定休日：水曜日
駐車場：200台

人権擁護委員は
あなたの街の相談パートナーです。
差別やいじめを受けたなど、人権のことで
困っていることがありましたら、
お気軽に人権擁護委員にご相談下さい。
月～金曜（土日祝祭日休）午前9：30～午後4：00
室蘭市入江町１番地13 室蘭地方合同庁舎３階
札幌法務局室蘭支局内

室蘭人権擁護委員協議会

TEL：0570-003-110
12月10日は「人権デー」です。
8

時計・メガネ・宝石・補聴器
ごはんのお供に、お料理のトッピングに！

しぶちゃん食べるラー油
全て手
しぶちゃん味噌（とうがらし・ゆず・にんにく） 完全無 作り
添加

■一級時計修理技能士■時計職業訓練指導員■補聴器技能者
■認定眼鏡士■眼科コメディカル■ダイヤモンド検査員

各￥

営業時間/9：30～19：00

年中無休

営業時間 11：00～18：30

登別市美園町2丁目1-1

室蘭市東町２丁目 27-4

☎ 0143-86-4127
（代） https://tanaka-shop.web.wox.cc

気になる
ドア下、タイヤ周りのサビ…

580（税込）

facebookで ほしのおくりもの

検索

☎0143-45-1690

こんな
にきれ
いに
なるん
です！

サビとり 80,000円～
（税別）

〒050-0081 室蘭市日の出町1丁目3番1号 TEL.090-5074-8363

地域おこしのスペシャリストが語る 北海道密着番組
と身近な話題で
なつかしい音楽
みませんか？
えて
と考
振も元気に！
一歩ずつ西胆

お陰様で
!
目へ突入
年
8

ゆったり

実はこんなに
真面目じゃない

大山慎介の「復活！北海道」
あなたが気付けば地域が 変わる
北海道が元気になる

復活する！

毎週土曜日１7：００～１８：００

ＦＭびゅーから

再放送 火曜日 10：００～11：００

２０局 で放送中！

道内地域ＦＭ

再放送局18局

NPO法人みんなの北海道2100
みんなの北海道2100

サポーターを
募集しています

大山 慎介 を 検索
9

おお やま しん すけ

大山 慎介 プロフィール
昭和37年
北海道厚沢部町生まれ
函館・ラ・サール高校、学習院大
学卒業後、北海道庁で約３０年
勤務。地方行財政・地域振興・
人口減少対策のスペシャリスト。
全国で広がった
「生活体験型の
中長期滞在システム」
である
「ち
ょっと暮らし」
の企画立案者でも
ある。全道各地での講演多数。
メディアでも幅広く活躍中。

10

84.2MHz

でつたえる

金 FRI

U

バス

土 SAT

時報提供

5
6

金：ジョージのぶち好きやけー！

たい情報が満載！

7

月火水木金
日の出運輸

火 木
月 金
水
東海建設 アール＆イー 花工房夢

（ニセコ町）

8

㈮ 室蘭市防災情報［室蘭市］

がとう（室蘭市・登別市）

NPOかわらばん

蘭福祉事業協会]

藤弘太郎、なべちゃん

一、
波方元希

金
くすもとフーズ

店長のハッピーエブリデイ! ■ 藤田晶子

6：00～8：00
NORTH WAVE CALLIN'

6：00～7：00

8：00～8：30
Saturday Music Baggage
8:30～9：00
Feel TOKACHI /後藤朋子

7：00～7：30

ああ～遊行！！ ■ 大屋覚、川久保玲香
［麗人Love・Earth］

9

つなぐむす部」

みんなのうた ■ 沼田勇也、上田康郎

おしゃべりCafe

[桜井珈琲、菓子工房モンパリ]

じ？

（北海道新聞）

Boccaからのお知らせ[牧家]

症
イド [室蘭市市民会館]

どらいびんぐ室蘭 [NEXCO東日本]

商工会］
！

ウィークエンドむろみんプレイバック
（室蘭民報社）

14

[丸福建設、
高橋建設、
ひかり薬局、
大滝林業]

FRI-HIGH! ■T-MONKEY

o /伊藤沙菜

①元気・ニコニコ笑顔いんふぉめーしょん [ふなおか薬局］

せ ㊊～㊎室蘭市 ㊊㊍登別市 ㊋洞爺湖町 ㊌伊達市 ㊎豊浦町、壮瞥町

大川原脳神経外科]

㈮ 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)

スキップ ■古屋ひかる
TSUTAYAランキング [TSUTAYA室蘭店]

セブンスガーデン ■ 坪川拓史

]

[室蘭部品、Ｔ・Ｋブラザー商会］

きこうぜ！」

[内藤食品工業]

ご安全に！ ■ツ～シ～
SCHOOL OF LIFE

■ kenbow、tomoya、masa

R

ジンケトリオ 制作：j-Clamp
スターダストレビューの星になるまで

king

マサキ、大廣まゆこ

ティストたち

ako Applepie

■ 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

15
16

収録

ステドラ！
～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

金
くすもとフーズ

18:00～19:00
UR LIFESTYLE COLLEGE

18

おばんです！HAMBURGER BOYS

19
20

■ 大山慎介 [北海道田舎プロデュース]

21

0

19:00～20:00
au FG

LIFETIME BLUES

/オダギリジョー
20:00～21:00

/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

JOYOUS JAZZ /DJ FAT MASA & THE FRIENDS

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

うっち～とマスターのもう一杯いかがです？「大人のための経済トーク」 22:00～24:00
■内山、
音喜多

[新和産業、
幌清］

4 STEPS JOURNEY／カツノリ

THE BEATLES LOVER NO.5

24:00～25:00

室蘭ワクワクナイト

㊊～㊐

制作：j-Clamp

23

生放送

12:00～1６:00
SAPPORO HOT１００
/タック・ハーシー

17

よしもとホッカモリ ■ モリマン、札幌吉本若手芸人

後ろの帯色は…

/城野康子

/吉岡里帆

22

岸本拓也の頭の中/岸本拓也、ハイジ

Sabaai Sabaai！Thailand

YOME YOME CLUB
/田村次郎

大山慎介の『復活』北海道

週刊！本庄強 ■ 本庄強

東李苑のおしゃべりシフォンケーキ

ISLAND BREEZE from HAWAII

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

水
日光印刷

案山子のふるさと ■ 阿戸孝之、中山智康、秦野完治

/HITOMI、カツノリ
8：00～10：00

12

13

子育てのわ ■ 髙村泰子、右田永子

RUNNING PARADISE HOKKAIDO

11

金
月火水木
日の出運輸 望月電設工業

お天気プラス (室蘭地方気象台)

/奥山優奈、ハイジ
7：30～8:00

11:00～1１:30

月火水木金
住まいのウチイケ

㈮ 室蘭市防災情報［室蘭市］

Go! Artemis

10：00～11:00

アクティブ! ■ 星康洋

ジオパーク．火山の恵み ■ 荒町美紀

NORTH WAVE CALLIN'

/REIKO T.ROGERS、飯島寛子

10

［フィールカーム］

日 SUN

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！

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
■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。
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TIME TABLE 2022/10～2022/12
月 MON

まちを「おと」で

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

水 WED

木 TH

火：岩佐美咲・はやぶさの同期 de どーよ 水：浪花人情劇場

木：歌色のキャンバ

㈪～㈮ 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

●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！
■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）

㈭ CFM中継：ラジオニセコ（

㈬ 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）

ラジオ健康プラザ[日鋼記念病院]
②④おしゃべり”シエスタ”

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

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

②東京室蘭通信
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
ほっとひとときⅡ ■琴音

プレシャスタイム ■ miwa

■ 大山慎介 [北海道田舎プロデュース]

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
■ 伊達人
（だてびと）

ウレシパ ■ 日笠和也、佐藤

［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
［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

大山慎介の『復活』北海道(再）

■㊊㊌㊍ 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

●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
■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
㈪地域安全ホットニュース
（室蘭警察署）
得するエコ～もったいないが地球を救う～
③輪に輪に、手に手に［新成塗装、室蘭計量］
④すいすい水族館（市立室蘭水族館）

KanzyのMusicMountain

㈫ まちかど中継
いぶリング（胆振総合振興局）
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］
①③かばかばクッキング
②④自学へGO！(室蘭中央自動車学園）
③JunのHappy Future

㈬ 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）

弁護士みらいカフェ ■ 増川拓

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]

［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

②④市民会館イベントガイド
③民商経営塾
［室蘭民主商

④知りたいっすサイエンス！

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

まちかど中継

①③道新ディスカバリー
（
①③聴いてナットク！認知症

月1～2回生放送

ちゃぼ ㊋ヤマタ、
ハイジ ㊌田村次郎、
ハイジ ㊍田村次郎、
ちゃぼ
GOGO RADIO COMPANY ㊊ヤマタ、
※㊍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 /ヒロユキ、
ばんび ㊌ Attractive Hokkaido
㊍ 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

★ 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
㈫ 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

18：00～19：00 Groovin' Stream

尾﨑佳枝の“クラシック♡プロムナード” 高桑雅信の水曜びゅーでしょう

めんこい子には旅させろっ！

工大ナビ [室蘭工業大学]

■ 尾﨑佳枝、
田附歩 [晴美写真舘]

■ 高桑雅信

Higher and Hire ■ 齋藤司、長澤直裕

BIG DIPPER NOTEの星空LIVE

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

夢よ急げ！～ THE ALFEE 全曲紹介ラジオ

陽のあたる介護 ■アッキー

■ ハヴケイスケ
[伊達ハイヤー]

■ 久保タクマ、太田亜紀子 ［ダイコウ、菓子処久保］

制作：j-Clamp

■ たづきくん、たかはしさん

ごちゃまぜラジオ ■音喜多、細川、井川

室蘭歴史の散歩道 ■ 前澤佐土史

[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、
「！」］ T’
s Music SHOWER
■ TAKASIX
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

ひろこの音部屋 ■さくまひろこ

港湾音楽街道 ■ きくた、まき

ロック裁判所 制作：j-Clamp

FMとまこまい実行委員会

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

「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

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

RADIO WE！

V/R_RelatioN

みゆうのみゆうじっく /みゆう
よーいごはんPresents チャラン・ポ・ランタンのよーるごはんラジヲ

番組名の色は…

［ノースメディコ、
北海道介護福祉士会日胆支部］

■ 自社制作番組

GET ON THE FLOOR / ヤマタ

■FMびゅーボランティア制作番組
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Soliste Music Spark

DJ Nobby’
s Tokyo LIVE
制作：Tokyo LIVE制作チーム

①③⑤生放送

ロッキンスター
本当に星になったアーテ
制作：j-Clamｐ

The Nan Da Low Show

No Maps RADIO

■ Stevyn IronFeather、Yuka

voice world
やすと横澤さんと月さむぽ/やすと横澤さん

■ wi-radioボランティア制作番組

［Live cafe Soliste］■木村マ

■ 外部制作番組

college Radio Japan

KanzyのMusicMountain!
（提供：Acoustic Bar KANZY）
Kanzy 月曜日 14：00～14：30
国内外のフォークソングやオールドソングで綴る30分。時々出演す
るアーティストの皆さんや一般のゲストの皆さんのお話もお楽しみに!!

番組紹介

いってきますらっしゃい

Higher and Hire
（提供：伊達ハイヤー）
齋藤司・長澤直裕 月曜日 19：30～20：00
ハーモニアス 齋藤司と伊達ハイヤー代表 長澤直裕がお送りする音楽バラエ
ティー。地元経営者をゲストに招き、笑いあり、タメになるお話ありの30分！

月～木曜日 井川康子 金曜日 パワー
7：00～10：00
天気・交通情報を中心に忙しい朝に必要な情報を元気の出る音楽と一
緒にお届けします。あなたからのメッセージや情報をお待ちしています！

Bocca Radio

らふ

（提供：牧家）
成田悠・遠藤奈津美 第１火曜日 11：00～11：30
牧家がお送りする「食」に関する様々なジャンルのゲストをお迎えし
てトークする30分間。「ラジオから食卓へ」旬な話題をお届け致します。

月・水・木曜日 遠藤奈津美 火・金曜日 橋本稚葉
11：30～14：00
肩の力を抜いて過ごす、のんびりまったりの２時間半。生活情報や中継・ゲストトー
クを交えてラフにお送りします。Rough に Laugh しながらお付き合いください！

オレンジ

いただきますごちそうさま

月・火曜日 橋本稚葉 水・木曜日 古屋ひかる 金曜日 星康洋
17：00～18：00
情報をギュッと詰め込んだ60分！フレッシュにお伝えします！

こーちゃん・ぬまっち 第１を除く火曜日 11：00～11：30
お米屋さん「ヤマコしらかわ」の“こーちゃん”と“ぬまっち”
が、食と生活について語り合います。

ときめきテラス

弁護士みらいカフェ
（提供：北海道みらい法律事務所）
増川拓 火曜日 14：00～14：30
生活の中の疑問や、悩み事について、あなたの街の弁護士さんが事例を交えながら
わかりやすくご紹介。まぁるく収めて、明るく楽しい毎日（みらい）を過ごしましょう。

井餘田華子・小野友美 月曜日 10：00～10：30
雑穀と野菜を使った料理とアロマテラピーや整理収納をもと
に、ときめく健康的な暮らしのヒントをお伝えします。

ハッピーアニマルライフ

ほっとひとときⅡ

ゆみ・こと・ゆき・ちえ 火曜日 14：30～15：00

琴音

人と動物が共生した優しい社会を目指し、また、家族でもあ
るペットの幸せを考え、ペット情報や健康情報をお伝えします。

月曜日

10：30～11：00

軽いトークと音楽の「ほっと」する30分。
「ほっこり・ゆったり」をお届けします。

尾﨑佳枝のクラシック♡プロムナード

ラジこらん

（提供：晴美写真舘）
尾﨑佳枝・田附歩 火曜日 19：00～19：30
クラシックの名曲の数々とスプーン一杯の幸せをお伝えでき
れば…と願っております。

（提供：室蘭市）
チームラジっ娘 月曜日 11：00～11：30
子育て世代のみなさんが、より楽しく暮らしやすい子育てライフを
送れるように、衣食住、イベント、行政サービスなど聴くと便利な情報を発信します。

■ 自社制作番組 ■FMびゅーボランティア制作番組

■ wi-radioボランティア制作番組です。

地球岬

室蘭市

室蘭市からのお知らせ

毎週月曜～金曜 朝 ７:55 / 昼 11:47 / 夕 17:30

室蘭市からのお知らせ特大号 毎月第１月曜日 17:39 同じ週の火曜日 12:44 / 水曜日 9:10/ 金曜日 17:39
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BIG DIPPER NOTEの星空LIVE

聴いたら発達

（提供：はったつやさん）
北原辰也 水曜日 14：00～14：30
『成長や発達はカラダから』をテーマにこどもの成長と大人
にも役立つ発達についての情報をお送りします。

（提供：ダイコウ、菓子処久保）
久保タクマ・太田亜紀子 火曜日 19：30～20：00
久保タクマ、太田亜紀子が結成した BIG DIPPER NOTE がラ
イブや曲作りについて語る30分。もちろん生演奏もお届けします。

ワイラジ消防チャンネル
名越・矢野・森

水曜日

陽のあたる介護
（提供：ノースメディコ、北海道介護福祉士会日胆支部）
アッキー 火曜日 20：00～20：30
介護の情報や体験談、ゲストと共に温かな思いと言葉をお届
けし繋がる皆さんと一緒に作り上げたい番組です。

14：30～15：00

西胆振消防発！もしもの時に役立つ情報や皆様の質問にお答
えする消防防災情報番組です。

登別発キャリアコンサルタントです。

室蘭歴史の散歩道

西智子 水曜日 19：30～20：00

前澤佐土史

火曜日

20：30～21：00

「働く応援♪」働くとしんどいことも多いけれど、楽しいこ
ともありますね。皆さんの「働く」を色んな視点でお伝えします。

「てつのまち」以前の室蘭に焦点を合わせ、室蘭の原点を探り、
知られざる室蘭の歴史を紹介します。

ごちゃまぜラジオ

プチ☆ヒュプ

（提供：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、
「！」）
音喜多・細川・井川 水曜日 20：00～20：30
ゴチャマーゼ施設長細川と、プライベートキッチン「！」音喜多、夜の井川に
よる、近い将来訪れる介護、身近にある福祉を明るく話す介護トークバラエティ！

ことは

MIT－NIGHT

21：00～21：30

プレシャスタイム

ＭＩＴラジオ放送部 水曜日 20：30～21：00

miwa

室蘭工業大学ラジオ放送部のメンバーが室工大生の今をリス
ナーの皆さんにお伝えする番組です。

水曜日

10：00～10：30

音楽と人との繋がりを大切にしたい30分。旅の話やスイーツ
の話題もホッコリと。

鈍色の街
KENTO

火曜日

ことはと色々お喋りしません？あなたの心の中にある、ちょっ
とした想い、ステキなお話、お待ちしています。

FP事務所の
「くらしとお金」相談室

水曜日

（提供：ライフコンパス）
きくりん・遠藤奈津美 水曜日 10：30～11：00
㈱ライフコンパスのファイナンシャルプランナーが、家計に関わる金融、
税制、住宅ローン、生命保険、年金制度などを分かりやすく解説してくれます。

21：00～21：30

室蘭市在住シンガーソングライター KENTOが、大好きな室
蘭の街の魅力を楽しくお届けする番組です！

伊達人コミュニティ「つなぐむす部」
伊達人（だてびと） 木曜日

藤河ちあきのMy favorite things
（提供：須藤建設、
ダイコウ、
栗本石油）
藤河ちあき 水曜日 11：00～11：30
伊達市出身・在住のヴォーカリスト藤河ちあきがお届けする、
心のホッとする話題と音楽で一日をやさしい気持ちに♪

10：00～10：30

伊達市「みらい会議」
「みらい塾」メンバーが、地域への想
い溢れる30分をお届けします♪

への

リクエスト・メッセージは…

E-mail 842@fmview.jp FAX 0143-84-1663
ハガキ 〒 ０５０－００８４ 室蘭市みゆき町 2-13-1 輪西多目的センター４Ｆ

皆様の発展に貢献できる企業を目指しています。
損害保険

生命保険

各種リース

室蘭
本 社

室蘭市中島町3丁目8番10号（ベストビル3F） TEL 0143-45-8869
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ウレシパ

店長のハッピーエブリデイ！

（提供：株式会社EKOU）
日笠和也・佐藤弘太郎・なべちゃん 木曜日 10：30～11：00
安心してくらせるまち、自然を感じるまち、みんなで子育てする
まち、蘭北の町の魅力を、新旧の住民の皆さんの生の声で紹介します。

（提供：㈱フィールカーム）
藤田晶子 金曜日 10：00～10：30
セレクトショップ店長がお送りするおしゃれでハッピーが満
載の30分です！

お人柄ラジオ

おしゃべりCafe

（提供：ライフアップ癒庵、
「！」
）
横田晃一・波方元希 木曜日 11：00～11：30
医療・福祉分野で活躍するゲストをお迎えし、その「お人柄」
をトークで掘り下げる30分。医療・福祉の魅力をお届けします。

（提供：桜井珈琲、菓子工房モンパリ）
金曜日 10：30〜11：00
ちょっとおしゃれなカフェがＦＭびゅーで放送中。
『サクライコーヒー』
を飲みながら、あなたも一緒にお昼前のおしゃべりを楽しみませんか？

Mサプリ

火山の恵み
ジオパーク．
荒町美紀

金曜日

11：00～11：30

miwa・miki

有珠山・昭和新山の噴火の歴史や火山の仕組みを知ってもらい、防災
への意識向上と共に、ジオパークの情報を発信し魅力を伝えていきます。

子育てのわ
金曜日

（提供：室蘭工業大学）
井川康子 木曜日 19：00～19：30
室蘭工業大学の取り組みについて、様々なゲストを招いてお送りし
ます。市民公開講座などのイベントについてもお知らせしています。

14：00～14：30

臨床心理士・スクールカウンセラーと助産師がコラボでお送
りしています。子育てや性教育に関する内容です。

案山子のふるさと

〇〇！ゲームおんがく きこうぜ！

（提供：丸福建設㈱、㈱高橋建設、ひかり薬局、大滝林業㈱）
阿戸孝之・中山智康・秦野完治 金曜日 14：30～15：00
復活 !! 案山子のふるさと !! 様々な話題を自由にトークする30分。シーズ
ン 1 と何が違うかと言うとな～んにも変わっちゃおりません !! 聴いてね～！

（提供：内藤食品工業）
たづきくん・たかはしさん 木曜日 19：30～20：00
中島が磯野を、磯野が中島を野球に誘うような感じで、あな
たをゲーム音楽の世界に誘う番組です。

FRI-HIGH！

T’
s Music SHOWER

金曜日

15：00～17：00

TAKASIX

たのしい！何か気になる！心地よく耳に引っ掛かりながら、もう
ひと頑張りな週末の金曜日の午後を、明るくお届けします。

木曜日

20：00～21：00

1970年代から90年代までのAOR，FUSION，SOUL，JAPANESE
CITY POPSの１アーティストにスポットを当ててご紹介します。

スキップ
古屋ひかる

14：00～15：00

工大ナビ

髙村泰子・右田永子

T-MONKEY

木曜日

週の後半木曜日。そろそろ疲れて来たあなたへ贈る「心と耳
への栄養補給」
。

Soliste Music Sparking
金曜日

（提供：Live Cafe Soliste）
木村マサキ・大廣まゆこ 木曜日 21：00～22：00
ライブカフェソリストのライブ情報やこの地域の音楽情報を
ゲストと一緒にお送りします。

18：00～19：00

週末がもっと楽しくなるような最新エンターテインメント情報を
お届け！ ○○部もあるよ！

への

リクエスト・メッセージは…

E-mail 842@fmview.jp FAX 0143-84-1663
ハガキ 〒 ０５０－００８４ 室蘭市みゆき町 2-13-1 輪西多目的センター４Ｆ

人が輝き まちがときめく ふれあい交流都市

登別市

●登別市からのお知らせ
毎週 月曜日 7:57･17:32 木曜日８:00･17:32
●登別市からのお知らせ特大号
第３月曜日 17:39

秋の地獄谷
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アクティブ！
星康洋

土曜日

セブンスガーデン
（提供：室蘭部品、
Ｔ・Ｋブラザー商会）
坪川拓史 金曜日 19：00～19：30
室蘭に暮らす映画監督、坪川拓史が映画にまつわるトークと
音楽をお届けする30分。
豪華ゲストあり？

10：00～12：00

「知りたい！」はそこにある。「聴きたい！」はここにある。週末を元気に楽しく過ごすた
めの情報と音楽を、伊達市観光物産館内 wi-radioスタジオから公開生放送でお送りします。

ご安全に！

大山慎介の「復活」
北海道
（提供：北海道田舎プロデュース）
大山慎介 土曜日 17：00～18：00 再放送 火曜日 10：00～11：00
「あなたが気づけば、地域が変わる。北海道が元気になる」身近な話題から北海道の
今を見つめ、これからをリスナーの皆さんとゆったりとした雰囲気で一緒に考えます。

ツ～シ～

うっち～とマスターのもう一杯いかがです？『大人のための経済トーク』

SCHOOL OF LIFE
kenbow・tomoya・masa 金曜日 20：00～20：30
登別骨髄バンク推進会のメンバーによる、明るく楽しく元気よく音を届けます。骨髄バンクの普及活動を
紹介しながら、いのちの大切さや生きることの素晴らしさを一緒に感じていきましょう！新学期スタート！

ああ～遊行!!

の番組が

（提供：麗人Love・Earth）
大屋覚・川久保玲香 土曜日 9：00 ～9：30
日々の暮らしの中に広がる美しさの種を、美容室ならではの
視点でお伝えする、綺麗になれる番組です。

スマートフォンで
パソコンで

http://listenradio.jp/
にアクセス

19：30～20：00

移動で使う交通機関のちょっとした利用マナ－や知識を身に付けて「安
全・快適に」過ごす為の30分。ちょっと懐かしいＣＭ曲も流してしまいます。

（提供：新和産業、幌清）
内山・音喜多 土曜日 20：00～20：30
今の室蘭経済と、それを動かす社長の話に聞き耳を立てる経
済トークバラエティ。
と

金曜日

Google Playストアより
「リスラジ」アプリをインストール

みんなのうた
沼田勇也・上田康郎

App Storeより
「リスラジ」アプリをインストール

土曜日

9：30～10：00

日本の歴史のインデックスである童謡唱歌が未来に歌い継が
れていくよう紹介していきます。

O

めざせ交通事故死 ゼロ への挑戦 !
（室蘭市交通安全年間スローガン）

一般社団法人

室蘭交通安全協会

交通安全協会に加入して交通安全運動にご協力ください

つめ水虫の駆け込み寺！春までに

前の綺麗な爪に 戻りたいね！
家族にも内 緒のつめ水 虫。長年治らなかった方が当店の 紹介する
方法で、きれいな爪が 生えてきたと喜びの声が。あなたも今年中
に自慢の足に！つめ水虫の塗り薬は塗り方にコツがあります。

①目の悩み ②耳なり・めまい ③自律神経 の乱れ
④がんの方の食養生 ⑤子宝相 談 の専門のお店です。

初回カウンセリングはご予約ください
毎月第１金曜日午後３時30分～ 元気・ニコニコ笑顔 いんふぉめーしょん 放送中

相談処

伊達市舟岡町323-3

ふなおか薬局 営 10：00～18：00（火～金）
住

☎ 0142-25-7026 休 日曜・月曜

10：00～17：00
（土・祝）
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コーナー紹介

終活のススメ（提供：生前整理・遺品整理のアイ・キャリー）
火曜日 13：15
自らの人生の終わりを考えることを通じて、自分らしく、今
をよりよく生きるためのヒントを探します。

あいスポ!!（提供：室蘭市スポーツ協会）

への

リクエスト・メッセージは…

第２火曜日 17：39
“室蘭市スポーツ協会”からのイベント情報や登録団体の紹
介。日々出来る軽い運動などもお教えします！

E-mail 842@fmview.jp FAX 0143-84-1663
ハガキ 〒 ０５０－００８４ 室蘭市みゆき町 2-13-1
輪西多目的センター４Ｆ

スタジオHOKUTO（提供：北斗文化学園）

ラジオ健康プラザ（提供：日鋼記念病院）

第４火曜日 17：39
室蘭市にある「学校法人北斗文化学園」が運営する専門学校
の先生や生徒に日頃の学校生活についてお話を伺います。

月曜日 8：05
医療情報や病気の予防など、イキイキ健康生活に役立つヒン
トをわかりやすく紹介します。

とぉたるけあ三愛（提供：特定医療法人社団千寿会 三愛病院）

室蘭市からのお知らせ特大号（提供：室蘭市）

第１・３水曜日 17：39
医療・保健・福祉の元気スタッフがキラキラな毎日をお伝え
します。私たちと一緒に夢を叶えませんか？

第１月曜日 17：39 再放送 同じ週の火曜日 12：44 水曜日 9：10 金曜日 17：39
室蘭市からのお知らせを「より身近に、より詳しく」担当者
の声でお伝えします。

だてコミュ（提供：伊達市）

かいぎしょ情報（提供：室蘭商工会議所）

第２・３水曜日 12：30
毎週水曜日の「伊達市からのお知らせ」では伝えきれない情
報を、担当者の声でより詳しくお伝えします。

第２月曜日 17：39
“室蘭商工会議所”会員の方とのトークや商工会議所からの
お知らせをご紹介。

月刊紅茶通信（提供：蘭子チャタイム紅茶店）

登別市からのお知らせ特大号（提供：登別市）

第４水曜日 9：10頃
紅茶専門店「蘭子チャタイム紅茶店」のオーナー加藤さや香
さんに紅茶についてお伺いします。

第３月曜日 17：39
登別市から、より詳しいお知らせ、防災情報をお伝えします。

秋の大滝三階滝

「自然・ひと・まち」が響き輝くそうべつ
～火山のもたらした、めぐみの郷～

壮瞥町

●壮瞥町からのお知らせ
木曜日 ７：５７ 金曜日 １７：３４
（写真 飯田 理）
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Boccaからのお知らせ（提供：牧家）

だてラジ宅配便（提供：伊達市）

金曜日 12：30
伊達市の企業、牧家の乳製品の美味しさを担当の小川さん、
前田さんと一緒にお伝えします。

第４水曜日 12：30
伊達市の元気をみなさんにお届けする住民参加型番組です。

どらいびんぐ室蘭（提供：NEXCO東日本）

安心暮らしガイド（提供：室蘭福祉事業協会）

金曜日 13：10 17：15
高速道路を使っておでかけしよう。安心安全快適なドライブ
計画をご提案。

第３木曜日 9：10
室蘭福祉事業協会が運営する保育所や福祉施設のサービスや
イベント情報などをご紹介します。あなたの暮らしに安心を。

元気・ニコニコ笑顔いんふぉめーしょん（提供：ふなおか薬局）

市民会館イベントガイド（提供：室蘭市市民会館）

第１金曜日 15：30
健康の源は笑顔から。いつもニコニコしていれば幸せもいっぱいになります
よね。いつもニッコリ薬剤師 京野先生がその秘訣をちょっぴり教えてくれます。

第２・４木曜日 13：01頃
“室蘭市市民会館”のイベント情報をご紹介します。

TSUTAYAランキング（提供：TSUTAYA室蘭店）

ラジオ Ｏｈ～！かわら版（提供：大川原脳神経外科病院）

金曜日 18：05頃
本、DVD、ゲーム、音楽の週間ランキングをたっぷりまとめ
て紹介します！

木曜日 17：39
大川原脳神経外科病院の各部署のスタッフに焦点をあてて、
お仕事内容やプライベートを楽しく紹介します。

クラブ 会 員 募 集 中！

連絡先：だて観光協会
（だて歴史の杜カルチャーセンター内 ☎０１４２‒２５‒２７２２）
お待ちして
います
こんな人！

活動内容の例

「wi-radioクラブ」
は伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町のコミュニティFM放送局
「wi-radio」
の運営をボランティアでサポートする組織です。会員を募集していますの
で、興味のある方は事務局までご連絡ください。

インディアン水車公園

う み
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募
集

風
サポーターズクラブ 追い

ＦＭびゅーの追い風になって応援してください！

ＦＭびゅーを応援してくれている人なら誰でもＯＫ。
地域年齢性別個人団体一切問いません。
お問い合わせ、入会お申込みいただける方に詳しい
資料をお送りいたします。

■「追い風」
メンバー特典

■入会方法

○次のいずれかの方法でご連絡ください。
後ほど申込書・規約等を送付いたします。
●Ｅメール oikaze@fmview.jp
●ＦＡＸ 0143‒84‒1663
●はがき 〒050‒0084 室蘭市みゆき町 2‒13‒１
輪西多目的センター４Ｆ
「ＦＭびゅー追い風」係
○次の事項をご記入ください。
●件名「追い風入会係」 ●氏名 ●住所
●年齢、誕生日 ●電話番号 ●Ｅメールアドレス

※の特典は２口以上からとなります。

○会員証発行
○ＦＭびゅーオリジナルグッズプレゼント※
○提携会社利用等によるサービス特典
○会員限定情報発信（会報など）
○誕生日おめでとうコーナーでお名前をお呼びします
（7：43 頃 11：54 頃 17：26 頃）
○番組表ぷれびゅー 発送※

■応援金（年会費）

毎年4月～3月を一年度とします

○入会金
○年会費

無料
（年会費以外の費用はかかりません。）
１口 1,000円～
（何口でもご参加いただけます。
）

会員証提示でもっとお得に！

むろらん温泉ゆらら：入浴料金割引
（カウンターまでお問い合わせください）
温泉銭湯 夢元さぎり湯：
大人のみ1名様 480円→430円
ボルタ工房：お買い物や制作体験された方に
ポストカードプレゼント！

クマックコム：パソコン修理10％引き
新品パソコン購入で初期設定料金無料!
Acousticbar KANZY：
ソフトドリンク1杯サービス！
ペットショップＰＥＰＥ：
店内の商品すべて10％オフ

＜本会の目的＞
本会は、室蘭地域の活性化や人々の交流によるまちづくりを目指し
て、室蘭まちづくり放送が運営する「ＦＭびゅー」の活動趣旨に賛同す
る地域住民を会員として構成し、ＦＭびゅーの運営をサポートする形
での、まちづくりへの参画や、会員相互の交流・親睦を深め、地域が一
体となってよりよいまちづくりに発展することを目的とします。

蘭子チャタイム紅茶店：会計時に会員証提示で
ティーバッグ１個プレゼント

＜個人情報取扱規定＞
本会入会時にご提出いただいた個人情報は、本
会の運営に関する管理と情報発信のためにの
み使用します。個人情報を「室蘭まちづくり放
送株式会社」以外の第３者に公表することは一
切ありません。

介護・親孝行のお手伝いをさせてください
介護保険外自費サービス

ギターの吐息を癒しの一杯と共に・・・

介護の便利屋さん

<歌放・飲放・120分/￥3,000（税込）～絶賛実施中!>

～陽のあたる介護～
●親の願いを少しでも叶えてあげたい
●介護に疲れた。少しだけ自分の時間が欲しい
●とにかく、
どうしたらいいかわからない…
●用事で親の病院の付添が出来ない
●離れた親の生活状況が心配…

30分➡１,1０
０円（税込）

どんなお悩みでも、
まずはお気軽にご相談ください
（相談無料）

室蘭FMびゅーボランティア番組
「アッキーの陽のあたる介護」
毎週火曜日放送中

フリーランス介護福祉士

〒050-0061 室蘭市八丁平 5 丁目 4 番16号

豊島 明広

お問い合わせ：070-2005-5331
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開局、運営にご賛同いただいている皆様
※ご要望がない限り、2008年開局当時の名称・氏名で掲載しております。

■

資本参加（増資参加） ＜企業、
団体＞

浅水建設㈱ ㈱アップデート ㈱アフター IKENO RENTAL SERVICE 石原建設㈱ 医療法人社団医修会大川原脳神経外科病院
㈲一平本店 ㈱伊藤工業 ㈲イー・フロント NPO法人ウイメンズネット・マサカーネ ㈲エモーション ㈱内池建設 オフィスマシン販売㈱
学校法人伊達育英学園 ㈱カネサン佐藤水産 医療法人社団神島整形外科医院 キクヤ家具店 ㈱楠本 くにもと内科循環器科
㈲グランディール ㈱耕電設 興和工業㈱ 佐藤設備工業㈱ さくら歯科 ㈲ジェイ・キープ しゃんしゃん共和国商店街振興組合 ㈱寿浅
須藤建設㈱ ㈱住まいのウチイケ セイコーマートなりた 高田ダンスセンター ㈱伊達斎場 ㈲チバ ㈱津田額縁店 津田建設㈱
東海商事㈱ 道都防災設備工業㈱ ㈱道南事務機器 道南清掃㈱ ㈲ドラゴン ㈱中井英策商店 中島商店会 なかじま商店街振興組合
中島中央商店街振興組合 ㈱日光印刷 ㈱日光美装 ㈲野呂商会 ㈱ハシモト ㈲ハトヤビル 早坂産業㈱ ㈱平林紙店 藤川建設㈱
ふなおか薬局㈲ ベストアドバイス ㈱ベストクリエイト ぼこいクリエイトサポート 北海印刷㈱ ホットライフ㈱ 本所工業㈱ ㈱牧野
㈱丸勇小笠原緑化 矢乃商會㈱ ㈲ヤマコしらかわ よしおか葬祭㈱ 輪西商店街振興組合 輪西中核施設協同組合
■

資本参加（増資参加） ＜個人＞

東川充 阿部友暁 井川健三 井川祐三 石田佳久 石戸谷勝治 伊藤修 伊奈綾 上田康郎 大坂谷吉行 大嶋智博 大場博海
金谷一雄 菊池晃子 京野大介 國本一夫 栗林和徳 小林一彦 駒木佐助 齋藤誠 坂本祐一 貞川俊郎 芝垣美男 鈴木雄二 関本国彦
平武彦 高桑勝利 髙橋正臣 高谷秀隆 武田公 土井千鶴穂 鳥山晃 長田照代 中西敏文 奈良泰哉 沼田和夫 沼田早苗 秦野完治
日浅健 東野純也 藤井幹久 前澤佐土史 真境名達哉 松岡健一 松永英樹 丸山博 三上高鋭 三木真由美 三原澄子 宮地隆夫
森川亮 森田邦義 安田史生 吉岡貞夫 若林勇
■

協賛協力

＜企業、団体＞

㈱アイスジャパン アイランド観光 ㈱東川 ㈱荒川設備 医療法人社団有賀眼科医院 アールベルアンジェ室蘭 石田テンレイ
㈱イースト住宅情報 ＮＰＯ法人ウイメンズネット・マサカーネ 内山動物病院 ㈱ウロコ 絵鞆町会 ㈱NTT東日本北海道室蘭支店幹部会
㈱NTT東日本北海道室蘭支店有志一同 笑の会 ㈲エモーション ㈱エルム楽器室蘭店 ㈲エレ大久保 大高酵素㈱ おばんざい処まつ蔵
学校法人海星学院高等学校 カットスロート カットハウスプラウィッツ ㈲カーフレンドうえはら 河辺石油㈱室蘭営業所 川村商店
喫茶トライアングル 規久夫板金店 ㈱木籐鋼業 キュリアス 協栄塗工㈱ 共成土木㈱ ㈱孔雀グループ くがはら内科クリニック
㈱楠本 クマックコム くみ美容室 ㈲グランセモア 栗林機工㈱ ㈱栗林商会 黒光建設㈱ 小林はり灸治療院 駒井桂伺税理士事務所
桜井珈琲 ㈲酒本商店 ㈲佐々木生花店 ㈲佐々木電装店 ㈱三冷設備工業 JA伊達市 ㈲秀美堂 ㈲祝津工業 祝津商店会
㈱ジョブサポート ㈱住まいのウチイケ ㈲スワンモーター 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 清洋軒 ㈲ゼレSPICAgile
第一生命保険㈱室蘭中央営業オフィス 高橋衛生工業㈱ 高橋清掃㈱ ㈱タカヤナギ 卓夢会 ㈲伊達納豆 ㈲谷藤商事 ㈲津野塗装
東栄㈱札幌支店 東海建設㈱ ㈱道南事務機器 道南バス㈱ 内藤食品工業㈱ ㈱ないとう本店 ㈲中川石材店 ㈱中田商会 ㈱新岡燃料
㈲日検商会 日鋼運輸㈱ 日鋼検査サービス㈱ 日鋼工営㈱ 日鋼デザイン㈱ 日鋼マシナリー㈱ 日鋼室蘭サービス㈱ 日本航空
㈱日本製鋼所 日本製鉄㈱室蘭製鉄所 日本製鉄室蘭労働組合 登別アマチュア無線クラブ 登別温泉㈱
一般社団法人登別国際観光コンベンション協会 登別市文化協会 ㈱博信建設工業 橋本流みゆき太鼓 ㈲花工房夢 早坂産業㈱
パルファン ㈱曳家建築物不陸調整英秀外崎 ㈲ヒット総合保険事務所 日の出運輸㈱ 平口建設㈱ ピンポンパン ブティック花
㈲ブライト ㈲北海スキャロップ 北海道コカ・コーラボトリング㈱ ㈱北海道新聞社 北海道スバル㈱
社会医療法人母恋日鋼記念病院 社団法人北海道臨床検査技師会室蘭地区会 ㈱牧家 ㈱ほっこうハウス ㈲ボデーオート菅原
㈱松原はなや芙蓉ホール ㈱マークスエージェンシー ㈲水谷エンジニアリング ㈱ミナミ 三井住友海上火災保険 みるく亭 ㈲村上印刷
むろらんあやめ会 北海道大谷室蘭高等学校 室蘭音楽文化協会 室蘭海上保安部有志一同 室蘭ガス㈱有志一同 一般社団法人室蘭観光協会
一般社団法人室蘭交通安全協会 ㈱室蘭魚市場 公益社団法人室蘭市医師会 一般財団法人室蘭市勤労者共済センター
ＮＰＯ法人室蘭市市民会館運営委員会 公益社団法人室蘭市シルバー人材センター 一般財団法人室蘭市スポーツ協会 室蘭登別BBS会
室蘭市文化センター指定管理者協同事業体 ㈱室蘭市民斎場雲上閣 室蘭信用金庫 室蘭信用金庫輪西支店 ㈱室蘭製麺
室蘭地方自分史の会 公益社団法人室蘭地方法人会 室蘭はだしっこ共同子供園 室蘭花の丘パークゴルフクラブ ㈲室蘭ＰＲ印刷
室蘭東ロータリークラブ ㈱室蘭民報社 ㈶室蘭ルネッサンス ㈲めもりある ㈲山下機械店 ㈲山地不動産企画
㈲山地不動産企画常口アトムFC東室蘭店 ㈲山地不動産企画常口アトムFC室蘭登別店 ㈱大和電機北海道 ㈱やまもと 湯人家
ＮＰＯ法人夢工房とむそーやくらぶ 吉田ミシン商会 連合北海道室蘭地区 ㈱ローヤル ㈱わかさいも本舗 輪西商工懇話会
WARUNG GEMBIRA
■

協賛協力

＜個人＞

赤間久子 阿部アツ子 阿部政吉 天地宮結 井形真一 石垣惠 石黒善美 石崎勝男 石崎勝彦 石田佳久 泉海輝 伊瀬勝人
市川真紀子 市谷みな子 一戸美佐子 伊藤ひとみ 猪俣亮子 芋生修造 岩田弘志 内池孝子 内池考年 内池千枝子 内池永年
上原光男 上村仁司 大川誉夫 大里栄一 大里ヒナ 大柴ふさこ 大場次郎 大森啓史 大和田和子 岡部良道 岡本学 小野寺芳子
小山田良彰 柿崎百合子 片山里江 加藤勝三 加藤さや香 加藤徳治郎 加藤美次 上口喜代彦 亀貝太治 川合貢 川浪與吉
川村ひとみ 菊池晃子 菊池進一 菊池弘子 北川浩一 楠本啓子 工藤貴史 工藤ちよ子 黒須嵩 黒田秀雄 黒田保弘 小林一彦
小林進 小針憲司 斉藤郁生 斉藤修弥 斉藤弘子 斉藤義寛 坂井やよい 坂口威 坂本莉桜 佐々木勉 佐々木光子 佐竹梢
沢田和子 宍戸ツエ 柴田孝 柴田笠雄 渋田照子 清水幸司 神政江 頭川昌次 杉林公雄 鈴木里子 鈴木久雄 鈴木久子
関本三樹男 瀧井佐和子 高田豊一 高野球雄 髙橋英雄 高橋麗子 田邊和宏 谷口洋平 田村幹男 田村リツエ 近井千鶴子 千々石博
土谷勝美 土谷勝 土屋めぐみ 坪井國夫 手塚春子 土井千鶴穂 土門正篤 内藤幸恵 永沢妙子 長嶋隆徳 永末秀子 長田照代
中野勝美 中野静子 中野博文 中浜隆次 永渕和男 仲村芳江 中村義男 中山秀次 奈良玲子 新井田憲司 二階堂隆 仁岸トモエ
西河小智子 西山富子 庭山淳子 庭山裕子 沼尾吉紀 橋詰昌明 畠山幸一 花岡瑩子 原善行 桧垣忠則 平鹿裕子 福田勝吉 藤田哲
藤当満 舟野幸男 細川美代子 堀井聡 堀輝綱 間賀田萬喜子 牧野順子 正岡明美 柾木一孝 松村吾一 水谷朋博 三政美智子
実松明 三村浤 三村美代子 宮川善楓 村上孝志 村上盛平 村田佳樹 村田博 持館克子 守谷弘 柳原彰子 山形明政 山口雄平
山下美由紀 山本和子 山本定弘 山本司 雄飛樹大 遊佐潤 横山一彦 吉岡正弘 吉田淑恵 吉田良廣 米田有邦 寄木清二
（この他にもたくさんの方にご賛同いただいています。
我妻陽子 渡辺英子
）


令和4年10月1日現在
（50音順
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敬称略）

プレゼント
名様

4

「ビーフ・ズーシー」

株式会社

中井英策商店

牛肉で飯寿司が出来ないだろうか…？
そんな発想から生まれたのがこの「ビーフ・ズーシー」です。
飯寿司というと一般的には、魚介類を使ったイメージが常識だと思いますが、
当社中井英策商店では、牛肉それも美味しい北海道産和牛を使って出来ない
【原材料】
ビーフジャーキー（北海道長沼町産牛肉、醤油（小麦・大豆含む）、みりん）、
米、糀、玉ねぎ、人参、セロリ、生姜、ブドウ糖、食塩/酸味料、
甘味料（ステビア）、調味料（アミノ酸）
内容量 200g 価格 2,430円（税込）

株式会社

中井英策商店

住所／〒059-0273 伊達市南稀府町18-12
電話／0142-24-2934 FAX／0142-24-2522
電話受付時間／9：00～17：00

だろうか？とおよそ３年がかりで開発したのが、この商品です。
原料の和牛は、札幌郊外の長沼町で肥育一貫飼育（出産から生育、出荷まで
一貫して面倒を見る畜産方法）にこだわる㈱長沼ファームさんの協力を頂き、
ブランド牛の「馬追和牛」の提供を頂き、当社、中井英策商店で飯寿司と基
本的には全く同じ製法で、独自の発酵食品に加工しています。

「北の食文化を伝えたい」をテーマ、先達が残した優れた食文化を後世に伝えていくことが
当社の経営理念です。
当社の主力商品である北海道の伝統的な郷土料理「飯寿し」を、古来の製法を継承しながら、
現代風にアレンジし、時代に合った飯寿しを開発することに全力を傾注しています。

応募方法：お名前、ご住所、電話番号、
ＦＭびゅーへのご意見・ご感想を記入の上「ぷれびゅープレゼント係」までご応募ください。
応募先：ハガキ：〒050-0084 室蘭市みゆき町2-13-1 ＦＡＸ：0143-84-1663 応募締切：
２０22年12月31日 ※当選は商品の発送をもって代えさせて頂きます

オフィスでのお困りごと
ありませんか？
新
複合機の更
ぜーんぶ
コピー用紙
スの
ィ
オフ
まとめて
セキュリティー

相談

印刷 ・
製本作業
しちゃおう！
や
カラー封筒
紙
殊
カラー・モノクロ複合機からソフトウェア、
コピー用紙まで
色紙、特
etc. お客様のビジネスパートナーとしてお手伝いいたします。
となら
オフィスのこ
い！
お任せくださ

苫小牧営業支社

〒053-0022 苫小牧市表町 5 - 4 - 7
苫小牧海晃第一ビルディング 5 階

TEL 0144-34-4647㈹

室蘭中央営業オフィス

お気軽に
ご相談ください

☎４７ｰ８３０８

本社・工場 室蘭市寿町２丁目３番１号
支店 札幌・伊達・登別

日光印刷

http://www.nikko-print.com

東室蘭営業オフィス

〒050-0083 室蘭市東町 2 -24-27
東室蘭分室 2 階

〒050-0083 室蘭市東町 2 -24-27
東室蘭分室 3 階

『※お問い合わせの際は「050」からおかけ下さい。』

『※お問い合わせの際は「050」からおかけ下さい。』

TEL 050-3782-0206㈹
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TEL 050-3782-0162㈹

日本最大級の車検専門店 全国47都道府県521店舗※１累計車検台数1,300万台突破‼※2 車検専門チェーン店舗数

やっぱり車検はコバック

全国

※3

※1 2019年10月現在 ※2 コバック誕生の1990年12月から2019年12月末までの全国累計実績 株式会社コバック調べ
※3 車検専業のブランド名にて店舗展開する主要車検専門10系列加盟店舗数 ㈱矢野経済研究所調べ（2019年10月末現在）

１周年誕生祭開催中

軽

車検基本料

●国に納める費用
自賠責保険 19,730円
重 量 税 6,600円

45
分~

9,500円~
※最大割引適用時の金額

ムーブ、ワゴンＲ
ライフ、ekワゴン、モコetc

自動車

税別

（10,450円~税込）

印 紙 代 1,500円

車検価格

￥42,130（税込）が最大割引適用で

スマホ・
PCからも
お見積
できます！

38,280 円~
税込

￥52,616（税込）が最大割引適用で

車検価格

１日~

法定費用・依頼整備除く

整備士
募集中

44,916 円~
税込

〒059-0013 登別市幌別町7丁目22番地1
●営業時間AM8：30～PM6：30 ●定休日 第2土曜・日曜・祝日

解体工事

外構工事

土木工事

●車庫、
ガレージ、
物置の解体
●庭木、
ブロック塀等の撤去
●コンクリートの中間処理
●一般住宅、
社屋の解体
安全確実
見積無料

有限
会社

小さな工事から
大きな工事まで
お気軽にお問い合せ
ください!!

ちりき産業

北海道知事許可（般-7）胆第3487号

室蘭店
〒050‒0081室蘭市日の出町2丁目33番12号
TEL(0143)44‒2111 FAX(0143)44‒5376
本社／札幌市豊平区月寒東1条14丁目1番1号Tel：011
（858）
8181 伊達店
お客様相談
〒052‒0021伊達市末永町33番地5
テレホン
火～土
（除く祝祭日及び第2火曜日）
9：30～12：00、13：00～17：50 TEL(0142)23‒4311 FAX(0142)25‒2780
お届けしています。
信頼の心がかよう確かな一台。

ハリアー、アルファード、C-HR、カムリ、ハイエース、エスクァイア、ライズ、プレミオ、ポルテ

産業廃棄物収集運搬業許可第0100067642号

０１２０‐０８１００４

室蘭市祝津町１丁目11-1

募 集

☎（0143）25-4577
FAX 25-4588

FMびゅーパーソナリティの声で
あなたの地域に伺います！
テッカー
びゅース
が目印！

こちらは、
道和環境資源回収車でござい
ます。
ご自宅に古新聞、
古雑誌、
空きビンな
どございましたら、
ごみ袋、
ティッシュペー
パーなどとお取替えいたします。

誰の声かお楽しみ♪よ～く聴いてみてね！
道和環境

整備士(正社員登用あり)
整備補助(パート、アルバイト）

急募

運転手募集中！

室蘭・登別・伊達の資源回収ならおまかせください！

道和環境

（室蘭）0143-59-6699

22

伊達市南黄金町30番地

