
FMいずのくに 番組表　  2021.1.25

～
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

OHA・SATA!いずのくに

(山田清彦)

OHA・SAN!いずのくに

(山田清彦)

グッドモーニング!いずのくに

(柴田三智子)

8時台 沼津河川国道事務所からのお知らせ 8時台 市長が語るふれあいラジオ 提供:伊豆の国市

サタデーナビ

(山田清彦)

サンデーナビ

(山田清彦)

いずのくにNOW

(大橋栄子)

いずのくにNOW

(紀美香)

サンデーナビ

(石橋いずみ)

第1・3週 静岡県からのお知らせ
月1回 いずのくにクラシック 提供:岸クリニック

(海瀬京子)

月1回 サテライト!お散歩市からこんにちは。

提供:伊豆の国パノラマパーク/蔵屋鳴沢(石橋いずみ・山田清彦)

HAPPY KINGDOMいずのくに

提供:伊豆の国市 (大橋栄子)

HAPPY KINGDOMいずのくに

提供:伊豆の国市 (大橋栄子)

HAPPY KINGDOMいずのくに

提供:伊豆の国市 (山田清彦)

伊豆の国市情報

第4週 ジャルガルさんのモンゴル国からサェンバェノ!!
伊豆の国市情報 第4週 伊豆の国市観光情報

まるごとアルバム

月1回 防災スイッチ 提供:伊豆の国市

GOGO ICHI

(山田清彦)

第2・4週 明日天気にな～れ!! 提供:環境省

解説 気象予報士 田島宏子

第3週 快傑 I AM A LAWYER 提供:内笹井法律事務所

14 まるごとアルバム まるごとアルバム
GOGO NI

(イシオユキ)

ちょっとエ～コとしませんか 提供:㈱マエダ美化

(イシオユキ)
まるごとアルバム まるごとアルバム

まるごとアルバム
GOKIGEN CITY

(山田清彦)

第2週 希世&キヨ歌の時間♪ 提供:JAPAN TIARA

第4週 足と靴の時間ですよ♪ 提供:㈱アシウエル

第3週 トレーニングジムハットリくんのハッピーアワー♡

提供：トレーニングジムハットリくん

CAFÉ DE CAFÉ

(山田清彦・西島瑞毅)

GOKIGEN CITY

(山田清彦)

第4週 かいふくラジオ

提供:からはだふくらか(山田清彦)

第2週 みなみの伊豆の国盛り上げ隊

提供:ISABUYA CREATIVE(橋塲南美)

KAERO KANA？

(イシオユキ・本庄眞隆)

KAERO KANA？

(石橋いずみ・山田清彦)
HAPPY KINGDOMいずのくに(再)

KAERO KANA？

(イシオユキ・山田清彦)

HOTサタデー

(林俊輔・山田清彦)

HOTサンデー

(山田清彦ほか)

HAPPY KINGDOMいずのくに(再)

18:30～ 伊豆の国シティインフォメーション

DREAMING NIGHT

(山田清彦)

第2週 Let’s play OUTDOOR!~外遊びの達人に聞いてみよう~

提供:モビリティーパーク/保険バリュー/GTガレージ・スクーターバンク

SIAWASE NIGHT

(山田清彦)

第2週 マリンバ山田の木管・金管夜話

第3週 寺内流エレキ道場 提供:㈱オレンジホーム

第4週 アンドゥのギターでトーク!! 提供:㈱ヨシユキサービス

第2・4週 20:00～ グッチ!Aya!ヤマピーの

いずのくに元気STUDIO877!!

提供:POMODORO/ドライブインいちごプラザ/㈱セーフティZ

10

11

11:30～ 伊豆の国シティインフォメーション／11:45～ 東京電力パワーグリッド「災害にそなえて」

ぶらっと・ぴっと

(山田清彦)

いずのくにNOW

(大橋栄子)

いずのくにNOW

(山田清彦)

いずのくにNOW

(山田清彦)

いずのくにNOW

(紀美香)

いずのくにNOW

(山口かつ代)

サタデーナビ

(紀美香)

10：55～ 楽だら体操 提供:伊豆の国市

19

20
SIAWASE NIGHT

(山田清彦・水口徹)

歌謡曲だら人生は

(山田清彦)

IT is Crossover Night

(富田功)

16
CAFÉ DE CAFÉ

(イシオユキ)

坦庵公に学ぶ質素倹約

提供:環境省 ※2月末まで

(イシオユキ)

イヤされています!!ワンにゃんライフ

提供:らんちてい

(桜庭暁子)

17
17:30～17:45 伊豆の国シティインフォメーション

月3回 Happy De Izu 提供:伊豆の国市

(林俊輔)
17:30～17:45 伊豆の国シティインフォメーション

18
KAERUNO YOSOUKANA？

(山田清彦・本庄眞隆)

KAERUNO YOSOUKANA？

(柴田三智子・水口徹)

HOTサンデー

(鴨志田浩一・山田清彦)

15
GOGO SAN

(山田清彦)

GOGO SAN

(山田清彦)
まるごとアルバム

GOGO SAN

(山田清彦)

13

ENJOY!車ライフ!

提供:長岡自動車工業㈲

(大橋栄子)

GOGO ICHI

(大橋栄子)

伊豆の国昔話

合唱番組「コーラスる？」

(山口かつ代)

GOGO ICHI

(大橋栄子)

みつけようマイスイートルーム

提供:㈱アーネスト

(大橋栄子)

かもちゃんの

ミュージックJAPAN(再)

川柳のじかん

(山口かつ代・柴田三智子)

KAERUNO YOSOUKANA？

(山口かつ代・本庄美奈子)

DREAMING NIGHT

(山田清彦)

DREAMING NIGHT

(林俊輔)

坦庵公に学ぶ質素倹約(再)

提供:環境省 ※2月末まで

CAFÉ DE CAFÉ

(山田清彦)

まるごとアルバム
ら・ぶ・らんち

(大橋栄子)
まるごとアルバム まるごとアルバム

ら・ぶ・らんち

(石橋いずみ)

まるごとアルバム

9:00~9:30 HAPPY KINGDOMいずのくに(再)

HOTサタデー

(山口かつ代・林俊輔)

かもちゃんのミュージックJAPAN

(鴨志田浩一)

※第2・第4週は18:00～20：00夜はこれから

(山田清彦・柴田三智子)

いずのくにNOW

(石橋いずみ)

こちら子どもラジオ局

提供:旭化成ファーマ㈱

(大橋栄子・紀美香)

GOKIGEN CITY

(本庄美奈子)

SIAWASE NIGHT

(山田清彦・水口徹)

はぴらん!いずのくに

(石橋いずみ)
12

7

8
OHA・SATA!いずのくに

(山田清彦)

7:30～7:45 伊豆の国シティインフォメーション／7:55～7:59 モーニングインフォメーション～ 大仁警察署からのお知らせ～ 7:30～7:45 伊豆の国シティインフォメーション

OHA・SAN!いずのくに

(山田清彦)

グッドモーニング!いずのくに

(柴田三智子)

9 まるごとアルバム
いずのくにNOW

(石橋いずみ)
まるごとアルバム

毎時55分～ 加盟店紹介番組「クラブいずのくにレディオマガジン」放送中!


