
月　MON 火　TUE 水　WEN 木　THU 金　FRI 土　SAT 日　SUN

6 6

7 7

CONNECT！
　　北一硝子・ウイングベイ小樽

村岡啓介 村岡啓介 田口智子 石橋八千代

キターッ!!シリベシル（再）

Best Voices

9:53 小樽市民ニュース 9:5３ 小樽市民ニュース

10

朝のKAYO-ENKA

10

11

大山慎介の
「復活」北海道（再）

TARUKKO☆
VOICE（第４）

・school life

続ASAKATSU！
・コーヒーローストの
                  小樽時間（第１）
・コミュニティFMの輪（第2）
・北一硝子まごころお届け
　　　　　　　　ラジオ便（第３）
・School life(第４)

映画おじさんの
イチオシ☆シネマ（再）

く～さんの土曜は
これからリタ～ンズ
　⁼土曜日はいちばん⁼

　　　　　　　　　く～さん

11

☀ 12：30（かま栄）

🚙 １２：３５（新倉屋）

く～さんがお気楽におしゃべ
りする2時間。リクエストは、演
歌・歌謡曲に限ります！

13

m×ｍf　
音楽が処方箋♪（再） 小樽ビールでProst!(再)

13

明日へ向かって
スクラムトライ！ （第１・３週） 

                                小樽市

小樽チャンネルラジオ
（第１・３週） 中山編集長・馬場

フィッシュ・ピーポー（第１・３週）

Cherry bomb（第2・4週）
            小樽桜陽高校放送局

リメンバーミュージック リメンバーミュージック 涼北みなの私のお気に入り（再）

WINGBAY STATION(第４) WINGBAY STATION（再）
杜未来人のいつでも心は

青春グラフティー(再)

キターッ!!シリベシル
no music no otaru(再）（第１・３週）

Princess Station(第2・4週)
                     たかはしはるな

杜未来人の歌謡酒場(再)

ホープ!ハタラクキボウ!（再） 小樽チャンネルラジオ（再）

J-HITS ワインだより北海道（再）（第３）

30分限定ラジオ観光大使
(第2・4週）　　田邉邦昭

ワインだより北海道（第3週）
no music no otaru（第2・4週）

杜未来人のいつでも心は
青春グラフティー

杜未来人の歌謡酒場

明日へ向かってスクラムトライ!（再）

太田家（第１・３週）

涼北みなの私のお気に入り
　　　　　　　　　　　涼北みな

おたるのどこがよかったの？
（第１・３週）    けんたろ・黒狐

no music no otaru(再）
　　　　　　　　　　（第１・３週）

歴史に学ぶ総集編（第2・4週）

フィッシュ・ピーポー（再）
（第１・３週）

cherry bomb（再）
（第１・３週）

22
ROP!STEP!

　　JUMP!（再）

これから花園、夜更けまで…
（第１・３週）　　　坂下徳晃・カズマ
再放送（第2・4週）

それいけぃ!
アヴァンチュ～る!（再） 花男の湯（第４週）／花男

22

JUNのSwinging Door(第３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　JUN

Princess Station(再)（第１・３週）

電撃エリクトロDX☆（第2・4週）
                                  eri

大西貴文のTHE NITE
（ザ・ナイト）

やまもりの勉強させていただき〼１up
(第１・３週)　やまだ・いしもり・やまざき
原稿進捗どうですか？(第2・4週)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椿かすが

24 SHAKE HEADのあんごる☆もあZ
(第１・３週)　              SHAKE HEAD

24

おはようサタデー おはようサンデー

リメンバーミュージック

KLASSE　クラシック

小樽ビールでProst！ のすたるじあ（再）

Best Voices　70年代～80年代の洋楽ポップス

歌謡演歌／6：30～いのちのみことば

・桜坂通信（第１・３）
・シロメガネ部長のイコルラジオ
・朗読の時間

・ホープ！ハタラクキボウ！
・小樽商工会議所便り（第2）
・小樽のおもてなしエピソー
ド（第３）

・教えて！保健師さん（第１）
・グルカツ＆ココロとカラダの
  お薬の話（第2）
・道新おたるラジオ版（第2・4）
・札幌管区気象台防災情報（第３）
・カリフォルニアから
  Good Morning（第３）
・教えて！消防士さん（第４）

・小樽夢市場情報（第2・4）
・宮本とおるの政治のお話

すずきゆいの
ほっとゆいタイム（再）

歌のアルバム
叶やよい・やちよ

歌のアルバム（再）・五十音先生のあいうえお作文

朝のKAYO-ENKA

小樽からこんばんは

　渡邉ダイ亮・おがわとーる

N　 8:30(西條産業）
☀ 　8:10/9:10（創価学会）
　   10:10/12:10（小樽典礼）

🚙　 8:15/9:15/10:20/13:30

3人のパーソナリティがリレー形式
でお送りする6時間生放送！

●8:00-10:00
 村岡啓介
・Dr.キッシーの
　　　　なんでもクリニック（第３）
・小樽市防災訓練放送（最終週）

●10:00-12:00 
馬場ともみ
・ラジオ読書会（第１）
・Dixie Dixie Dixie（第2）
・メオトーク（第2・4）

●12:00-14:00
おがわとーる
・みんなで楽しもう!!「おたるーと」
・毎日が天狗山日和
・おたる釣り情報

12

20

19
Maison de
 Monsieur

（第2・4週）　ムッシュ澤田
週刊Nobbyタイムズ

映画オジサンの
イチオシ☆シネマ

　　　　フジーコ・田口智子

・山口とーるの
　ROUND MUSIC

ROP!STEP!JUMP!

かず・堤下しゃもじ

17

【第1週】
Leｔ’sゴージャス Monday!
CHIZURU

【第2週】
ONE DAY／川崎崇志

【第３・5週】Café au Radio プ
ラスワン／きしもとゆうこ

【第４週】住職岩本のラジオンキ
ング!心配ないさー!／住職岩本

m×ｍf　音楽が処方箋♪
　　　　　　　　　　　高橋麻衣子

金曜スクランブル

渡邉ダイ亮・おがわとーる

ジャンコレ！（第１・３週）
                     　     岸本彩夏　

そして暮らしはつづく
　（第2・4週）   いほりあやの

17：50～　　　天18：10（かま栄）

　　キラキラ金曜日
　　　　　　　　　　　やちよ・馬場
・キラキラスイーツ

・ロケハン。（第１・３）
・名言に学ぶ（第2・4・５）
・辞書を読む

・わたくしセレクション
・わらべの調べ

23

大西貴文のTHE NITE
（ザ・ナイト）

8

9

14

アフタヌーンパラダイス

15

16

ラジクロ！
　　　　　　　堤下しゃもじ

・そうだ！本屋さんへ行こう
（第１）
・石蔵ジオ（第2・4）
・さくらに恋して（第３）
・小樽屋台村レンガ・ろまん
横丁
・保健犬・保健猫の幸せ列車
への道（第４）

お昼だよ、
この声と～まれ！
　　　　　　　　　　石橋八千代
・こんにちわんちゃん
・山川先生のよもやま話          
   （第１・３・５）
・市立小樽図書館便り（第１）
・レシピ教えて！（第2）
・色いろいろ（第３）
・小樽道新文化センター（第４）
・義貴と乾杯！

HAPPY LOVERS
　　　　　　　　　堤下しゃもじ

・ハッピーワードストーリー
・小樽アオバト情報局
　　　　　　　「アオのくちばし」
・エリア１/58
・しゃもじが気になる12のコト

すずきゆいのほっとゆいタイム
（第１・３・５週）　　　　すずきゆい

✉yui@fmotaru.jp

ノバナシ（第2・4週）
　　　　　キタデサトシ・ババトモミ

✉nb@fmotaru.jp

21

18

ASAKATSU!　 小樽の朝はASAKATSUから！　　　　　　　　　　　　提供：北一硝子・ウイングベイ小樽
　　　　　 　N 8:30(西條産業）　☀ 8:10／9:10（創価学会）　🚙 ８：１５／９：１５（新倉屋）　  樽 9:40（小樽市）

１２：00～１４：００　日替わりで送るバラエティに富んだ午後のひととき　　 ☀ 12:10（月・水 小樽典礼）　🚙 13:30

のすたるじあ（第１・３週）

雨夜の月

ほっとけNIGHT!
トクナリ・アキラ・Ma-aya

✉tokunari@fmotaru.jp

金曜2時です!
坂の町さんぽ

渡邉ダイ亮・堤下しゃもじ
おがわとーる

Musiｃ Hot Flavor

GAIA VOICE GAIA VOICE

大西貴文のTHE NITE
（ザ・ナイト）

大山慎介の「復活」北海道

Cheers!　 日替わりコンテンツでお届けするおがわとーるワールド満載の2時間　　　　　　おがわとーる

 提供：北一硝子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🚙 17：55　 ☀ 18：00（かま栄）

Guuperユウキの俺ログ!
(第１・３週)　　　　　ユウキ
それいけぃ！アヴァンチュ～
る！(第2・4週)アヴァンチュ～る

さぁ、いってみよう！
マミートーク！

　　　　　　　　　荒木麻美子

北一硝子まごころ
お届けラジオ便（再）

さぁ、いってみよう！
マミートーク！（再）

ノバナシ（第１・３週）（再）
花男の湯（再）（第４週）

ほっとけNIGHT!(再)

歌謡で
演～歌（え～んか）

8

9

12

14

15

21

23

Style of my morning
　　　　　　　　　　　川崎崇志

・小樽シアターガイド
・ハルとゆかいな
　　　　飲み仲間たち（第１）
・たるぽん（第2・4）
・みみだん！ぷらす（第３）

☀（創価学会）　N

🚙（新倉屋）　☀（かま栄）

ジャンコレ！(再）
（第１・３週）　

　
そして暮らしはつづく（再）

　（第2・4週）

16

17

18

19

20

小樽からこんばんは(再)
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