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「ぬるいみそしる」（再放送）

ASHOPE
「J-BLOODのポップンロールコ

レクション」

ケニー大倉
大倉弘也

「週刊！本庄強」

本庄強

井上裕司のブレイクする～？(再
放送)

井上裕司

「Asae's HOT A1」

Asae

「Driving Sound
CROSS　ROAD」（生放送）

藤原伸

「ふぬけの日曜日」

井口眞緒

「Driving Sound
CROSS　ROAD」(再)

藤原伸

「なうい洋一のコミカル症候群」

なうい洋一

「NEXTREME」（生放送）

UP JAH ROCK

Music for Work & Breaktime ～作業用BGM番組～
(Acoustic Music / JAZZ / イージーリスニング/etc.)

「恭加のきょうかしょ」

恭加

Music for Sleep　～睡眠用BGM番組～
(Healing Music)

※機器調整等により放送を休止する場合があります。

「CROSS THE RED BRIDGE
from 若松BASE」

Dobb

いちのみや薬局presents
「らじちょこ」（生放送）

星乃ヨウ

「乾杯!!ももちゃんずラジオ」

MoMo.

「耳で楽しむ読書」(再)

北島靖久
「ぬるいみそしる」（生放送）

ASHOPE

「天才ありぼんの元気が出るラ
ジオ」

ありボン
平井“ファラオ”光

大狸ぽんぽこ

「へるどら堂」
（生放送）

TSUYOSA

「Ready Steady Go」

クリボーン

「平成堂64 PlaySongStation」

ラスカル
ドラゴン

「CROSS THE RED BRIDGE
from 若松BASE」(再)

Dobb

「べるラジ」

VELLE.J

「Tomorrow is a good day」

おさむ・RYUGEN (第1・3週)
YOSHIKA・ME (第2・4週)

「CARPE DIEM」

天野弓彦

【FMからつ 86.8MHz　番組表 （2023年4月～6月）】

「演歌男子。」(前半)
「純烈のドラマチック歌謡」(後

半)

「岩佐美咲・はやぶさの同期で
deどーよ」

岩佐美咲・はやぶさ

「浪花人情激情」
山口ひろみ・辰巳ゆうと

「歌色のキャンパス」
川野夏美

「ジョージのぶち好きやけー！」
山本譲二・北川かつみ

※FMからつのHPからもダウンロード出来ます。

Music for Awakening ～作業用BGM番組～
(Classical Music)

Music for Work & Breakfast ～作業用BGM番組～
(Acoustic Music / JAZZ / イージーリスニング/etc.)

「West Big Templeの
ぼっけぇラヂオ」

West Big Temple

「元気はつらつ歌謡曲」
「～思い出のジュークボックス～
いつまっでんロケンロール」

DJ池田まこと

「耳で楽しむ読書」
北島靖久

「六本木ヒロシの人生
七転び八起き」(再)

六本木ヒロシ

「童謡こころのアルバム」
(エフエムやつしろ)

そが　みまこ

「ひろこの音部屋」
さくまひろこ

NetworkStationまつろ
Presents

「ワンダフル・サンデー」
（生放送）

SHINGO

「トミーの休日出勤」

成冨亮介JMK presents
「ほどほどステーション」(再)

「耳で楽しむ読書」(再)
北島靖久

「 Radio De 「M」 」
劇団「M」

「追憶の昭和歌謡」

「かぁちゃん連合」

HIROE
ゆな

山崎千寿

「Ready Steady Go」(再)

クリボーン

「愛燦サンデー」（生放送）

赤間薫

「今日はどこまで歩こうか？」
落合みつを

「六本木ヒロシの人生
七転び八起き」
六本木ヒロシ

「J－TOURER」
（生放送）

野村直樹

「ASHOPE SELECT」

「KARAFUL」（生放送）

福ちゃん

「みんなの健康」

「追憶の昭和歌謡」

ASHOPE
桜乃花 (第4週)

南アヤ

「耳で楽しむ読書」(再)
北島靖久

JMK presents
「ほどほどステーション」

「耳で楽しむ読書」(再)
北島靖久

水

セナモリ
ちよ

ツッチー
Qun

「TSUYOSA ROCK SPECIAL」

TSUYOSA

「追憶の昭和歌謡(総集編)」

山﨑雅水

※行政放送番組内で放送中

田坂朋子

「虹のマツバラジオ」
NPO法人唐津環境防災推進機構KANNE

月

はちみつボイス☆知展

火

MJ 5
MCハマー

ローズ

※行政放送番組内で放送中

木

カミン
ゆな

クリボーン
しょうたろう

金

SD
田坂朋子

NetworkStationまつろ Presents  「Youがたチャンス！」（生放送）

「マルシェ.com」(生放送)

かわぐちひとみ

「アジアへ行こう」

井上裕司のブレイクする～？(生
放送)

井上裕司

外部制作枠新番組 内容変更・時間枠移動


