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NN 天天 交交

NN 天天 交交

NN 天天 交交

おはようサタデー おはようサンデー

いずのくにヒットパレード いずのくにヒットパレード いずのくにヒットパレード

ニュース 天気 交通情報

いずのくにヒットパレード いずのくにヒットパレード

11：00 11：00 やさしいにほんごの時間

［再］
やさしいにほんごの時間

11：00 11：0011：00［第2・4週］
ふくしの部屋

HAPPY KINGDOM
いずのくに

11：0011：00 HAPPY KINGDOM
いずのくに

［第3週］ジャルガルさんの
モンゴル国からサェンバェノ!!

11：0011：00［再］［第2・4週］
ふくしの部屋

12：0012：00［再］
歌謡曲だら人生は

12：0012：00 病院と！みんなの談話室

11：0011：00 ロコラバ
-LoCo Lovers-

［再］HAPPY KINGDOM
いずのくに

12：00 12：00 12：00 12：00 

9：009：009：009：00 9：009：009：009：00 9：009：009：009：00

いずのくにヒットパレード いずのくにヒットパレード いずのくにヒットパレード

いずのくにヒットパレード

13：0013：0013：0013：00 13：0013：0013：0013：00

アフタヌーンパラダイス アフタヌーンパラダイス15：0015：0015：0015：00 15：0015：0015：0015：00 アフタヌーンパラダイス15：0015：0015：0015：00 アコガレステーション

スーパーステーション15：3015：3015：3015：30

［再］かもちゃんの
ミュージックJAPAN

15：0015：0015：0015：00

13：0013：0013：0013：00

とびだせ伊豆の国 ［再］とびだせ伊豆の国 ［再］とびだせ伊豆の国 ［再］とびだせ伊豆の国 ［再］とびだせ伊豆の国17：0017：0017：0017：00

いずのくにヒットパレード18：0018：0018：0018：00 ［第2週］ かいふくラジオ

［再］［第3週］
希世&キヨ歌の時間ですよ♪
［再］［第4週］
寺内流エレキ道場

18：0018：0018：0018：00 ［再］みつけよう！
マイスイートルーム

18：0018：0018：0018：00 ［再］［第1週］
防災スイッチ
［再］［第2週］
アンドゥのギターでトーク!!
［再］［第3週］
かいふくラジオ
［再］［第4週］
Let’ｓ Play OUTDOOR！

伊豆長岡ご意見番

今夜もラバさんde night
ふくろうのよみもの屋

今夜もvin vin
いっちゃいましょう！

［第1週］

［第2週］

いずのくに川柳
［第３週］

［第3週］

［第4週］

［再］［第1週］
今夜もvin vin
いっちゃいましょう！
［再］［第2週］
伊豆長岡ご意見番
［再］［第3週］
今夜もラバさんde night
［再］［第4週］
ふくろうのよみもの屋

18：0018：0018：0018：00 18：0018：0018：0018：00

［再］［第１週］
いずのくに川柳

［再］［第4週］
怪傑！I AM A LAWYER

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

19：0019：0019：0019：00 歌謡曲だら人生は19：0019：0019：0019：00 IT is Crossover Night19：0019：0019：0019：00

ASJ Presents
建築家の
アスリートたち

週間Nobbyタイムズ

DJ Nobby’s
Tokyo Live!!

19：0019：0019：0019：00

20：0020：0020：0020：00 20：0020：0020：0020：0020：0020：0020：0020：00

19：0019：0019：0019：00 ［第1・3週］
大塚商会Presents
Kazuo Yoshida’s 
BOSSAMANIA

［第2週］
三ツ沢グッチ＆片岡大輔の
VAMOS! SS伊豆!

19：0019：0019：0019：00 杏奈カフェ♪♪19：0019：0019：0019：00

17：0017：0017：0017：00 17：0017：0017：0017：00 17：0017：0017：0017：00

17：3017：3017：3017：30 17：3017：3017：3017：30

17：0017：0017：0017：00 ［再］
IT is Crossover Night

17：0017：0017：0017：00 かもちゃんの
ミュージックJAPAN

17：0017：0017：0017：00

いずのくにヒットパレード15：0015：0015：0015：00

16：0016：0016：0016：00

13：0013：0013：0013：00

14：0014：0014：0014：00 14：0014：0014：0014：00 あの頃青春
グラフィティ

14：0014：0014：0014：00 みんなのサンデー防災14：0014：0014：0014：00

13：0013：0013：0013：00

9：009：009：009：00 9：009：009：009：00 Radio Leader’ｓ 上原喜光の
ぐるっと360度

9：009：009：009：00

Brand-new
Saturday

10：0010：0010：0010：00

9：009：009：009：00

7：007：007：007：00 7：007：007：007：00

［第1週］ 防災スイッチ
［第2・4週］
いずのくに
もっとよしラジオ

［再］［第2・4週］
いずのくに
もっとよしラジオ

13：0013：0013：0013：00

14：0014：0014：0014：00［再］
 イヤされてます！
ワンにゃんライフ

【提供：
伊豆の国市社会福祉協議会】

【提供：伊豆の国市】

ナビゲーター 桜庭暁子

［月1回］ 
怪傑! I AM A LAWYER
【提供：内笹井法律事務所】

パーソナリティ 桜庭暁子

みつけよう！
マイスイートルーム
【提供：（株）アーネスト】

パーソナリティ 桜庭暁子

イヤされてます！
ワンにゃんライフ

16：0016：0016：0016：00 SATURDAY
SUPER LEGEND

16：0016：0016：0016：00 JP TOP20

【提供：らんちてい】

パーソナリティ 
鴨志田浩一

パーソナリティ 神波まどか パーソナリティ 大橋栄子 パーソナリティ 寺尾慶子 パーソナリティ 寺尾慶子 パーソナリティ 大橋栄子

パーソナリティ 安藤晴美 パーソナリティ 桜庭暁子 パーソナリティ 古谷智浩 パーソナリティ 古谷智浩 パーソナリティ 加藤貴子

山口かつよ

17:00

17:15
17:30
17:55
18:30
18:50

オープニング
曲当てクイズのヒント
今週のビルボードジャパン
今月のスポットライト　
今週の洋楽
曲名しりとり
エンディング
曲当てクイズ正解発表

【提供：
ゆる整体からはだふくらか】

【提供：モビリティパーク/
　　　保険バリュー】

ナビゲーター 大橋栄子

パーソナリティ 富田功パーソナリティ 山田清彦

ナビゲーター 桜庭暁子

【提供：ISABUYA CREATIVE】

【提供：丸見屋酒店】

【提供：舩井幸雄記念館】

20：0020：0020：0020：00 牧山純子の
サウンドマリーナ

20：0020：0020：0020：00
グッチ!Aya!ヤマピーの
いずのくに
元気STUDIO877!!

［第4週］
寺内流エレキ道場

ナビゲーター 大橋栄子

※第1・3週は再放送

※第４週は再放送

パーソナリティ 
三ツ沢グッチ Aya 山田清彦

【提供：㈱セーフティZ】

【提供：
ドライブインいちごプラザ
モスバーガー伊豆大仁店
㈱セーフティZ】

Monday Thuesday Wednesday Thurthday Friday Saturday Sunday
「LIVE」「LIVE」

「LIVE」「LIVE」

リクエスト・メッセージ
お待ちしています。

※番組は変更になる場合があります。

Mail:877@fmizunokuni.jp
FAX:055-949-3194

レディモ

伊豆の国市提供番組 時報スポンサーFMいずのくに TIMETABLE
2022 7 9

いずのくにシティインフォメーション／防災メモ／防
災スイッチ／里山ごはん／ジャルガルさんのモンゴル
国からサェンバェノ!!／HAPPY KINGDOMいずのくに／や
さしいにほんごの時間ミニ／とびだせ伊豆の国／病院
と！みんなの談話室

🕖7時 イハラサイエンス　🕘9時 ラポールあい   
🕙10時 サントムーン柿田川　🕛12時 JAふじ伊豆   
🕓16時 山室組 　🕕18時 蔵屋鳴沢

15：0015：0015：0015：00

伊豆の国市の伝統文

化である伊豆長岡の

芸妓さんたちを毎回、

ゲストにお招きして、

お座敷をはじめ、踊り

や三味線のお稽古の

ことなど、あれこれお

話を伺う番組です。

ラジオを通して、お座

敷にいるような気分

になれます。是非、聴

いてください！

声楽家の松田希世さ

んが、どなたでも簡単

にできる発声や、様々

な話題をクラシック

音楽とともにお送り

しています。

番組中、突然レッスン

が始まることも！

また、番組を飛び出し

た企画も予定してい

ます。

地域医療って何だろ

う？お医者さんや看

護師さんは、地域とど

んな関わりを持って

いるの？などなど、わ

からないことだらけ

です。伊豆保健医療セ

ンターの先生たちが、

地域の皆さんと一緒

に伊豆の国を元気に

する取り組みを紹介

します。みなさんの疑

問や不安にも答えて

くれますよ。

提供／ISABUYA CREATIVE
放送時間／毎月第1木曜日19時から
　　　　　［再放送］ 第2金曜日18時から

ナビゲーター／桜庭暁子

提供／ISABUYA CREATIVE
放送時間／毎月第1木曜日19時から
　　　　　［再放送］ 第2金曜日18時から

ナビゲーター／桜庭暁子

山田清彦

提供／海岸画廊
放送時間／毎月第2金曜日20時から
　　　　　［再放送］ 第3火曜日18時から

パーソナリティ／松田希世
ナビゲーター／山田清彦

提供／伊豆の国市
放送時間／毎週金曜日12時から
ナビゲーター／ 大橋栄子

提供／伊豆の国市
放送時間／毎週金曜日12時から
ナビゲーター／ 大橋栄子

｢希世＆キヨ歌の時間ですよ♪｣｢希世＆キヨ歌の時間ですよ♪｣

病院と！みんなの談話室病院と！みんなの談話室

伊豆長岡ご意見番見番

［第2・4週］

モーニングTime877モーニングTime877

Hello!ボンボンRadio Hello!ボンボンRadio 

［最終週］
【提供：
  (株)ヨシユキサービス】

アンドゥのギターでトーク!!

［第1週］金曜8時のサザンタイム
～今夜もありがとねー♡～
パーソナリティ yumi

［第3週］寺内流エレキ道場
【提供：(株)オレンジホーム】

パーソナリティ 松田希世

［第2週］
【提供：海岸画廊】
希世&キヨ歌の時間ですよ♪

ナビゲーター 山田清彦


