
T-MONKEYのアニソンは世界だ
■ T-MONKEY

GET ON THE FLOOR 
 /ヤマタ 、 DJ KEIZIRihwa Hidey-Ho!! / Rihwa

ステドラ！
～STATION DRIVE SATURDAY～

/ヒロ福地、森ルナ、kaimi、saori

RISING SUN ROCK FM / Yuka

JOYOUS JAZZ /FAT MASA

RADIO WE! 倶楽部S.O.S / Skoop On Somebody

Soliste Music Sparking
［Live cafe Soliste］　■DJまちゃきん 他
①③⑤生放送

㊊㊋㊍  15：00～15：30 GOGO RADIO　㊌ 14：00～15：30 GOGO RADIO /ヤマタ、ハイジ　㊎ 14：00～15：30 GOGO RADIO FRIDAY  /田村次郎、ちゃぼ
㊊㊋㊌ 15：30～16：00 AREA CROSS　㊍ 15:30～16:00 トーホウリゾート presents Natural Woman /大黒摩季　㊎ 15:30～16:00 Netz TOYOTA SAPPORO Cloud Nine!
㊊～㊍ 16：00～17：00 XROSS JAM　/ジャイアン、mitsuki ※番組途中で終了いたします。　㊎16：00～16：30 TOYOTA DRIVE IN JAPAN /16：30～17：00 New program
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日の出運輸
月火水木金
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住まいのウチイケ
月火水木金

8

東海建設
月　金

花工房夢
水

日光印刷
水

88
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火  木

望月電設工業
 金

パチンコ大統領
月火水木金

笠原瑠斗のChill Time Radio / 笠原瑠斗

「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 おしゃべりCafe  [桜井珈琲]

Music Connection
■ DJ MARUYAMA

H.P.L [北海パイプライン株式会社]
■ miya、スミノフ、マーシー
①③⑤生放送

ロッキンスター
本当に星になったアーティストたち
制作：j-Clamｐ

6：05～7：30
　NORTH WAVE CALLIN'
7：30～8:00
RUNNING PARADISE HOKKAIDO
　/HITOMI/カツノリ
8：00～10：00
　ISLAND BREEZE from HAWAII
　/REIKO T.ROGERS ・飯島寛子
10：00～11:00 
　Sabaai Sabaai！Thailand 
　/城野康子
11:00～1２:00
　Musica Wonderland

12:00～1６:00
　SAPPORO HOT１００
　/タック・ハーシー

16：00～17：00
　FUN’S AFTERNOON
　/木村愛里、ヤマタ

17:00～17:30
   pastel apres-midi

17:30～18:00 
　角松敏生のシンデレラ･ストーリー 
　/角松敏生 
18:00～19:00 
　UR LIFESTYLE COLLEGE
　/吉岡里帆
19:00～20:00 
　村上佳佑のPassionate Music 
　/村上佳佑
20:00～22:00
　BRAND-NEW TUNE
22:00～24:00
　4 STEPS JOURNEY／カツノリ 
24:00-25:00
　Carry On Tuning

みんなのうた [菊地寝具店]
■ 沼田勇也、上田康郎

いただきますごちそうさま [ヤマコしらかわ] 
■ こーちゃん、ぬまっち 

ジンケトリオ 制作：j-Clamp 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

ひろこの音部屋 ■さくまひろこ

室蘭歴史の散歩道 ■ 前沢佐土史

おはよう太陽 ■井川康子 毎日 6：00～6：05 ㈪～㈮ 6：05～7：00　KAT'S IN THE MORNING／カツノリ

6：05～8：00
　NORTH WAVE CALLIN'
8：00～9：00
　Saturday Music Baggage
9：00～9：30
　CONSA Ole /ハイジ

 

元気はつらつ歌謡曲  月：演歌男子。+純烈　火：山川 豊＆岩佐美咲　水：山口ひろみ＆大江裕　木：川野夏美　金：山本譲二＆北川かつみ

いってきますらっしゃい　■㊊～㊍井川康子 ㊎T-MONKEY　★「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、忙しい朝に知りたい情報が満載！

ジャンプ　■けんみ と ㊊㊌㊍㊎ひかる と ㊋ことは　★うれしいこと、腹立つこと、悲しいこと、楽しいこと。全部ひっくるめて明日に向かってジャンプ！

らふ　■遠藤奈津美 と ㊊～㊍ 橋本稚葉 ㊎ 井川康子  ★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 ㊊～㊎7:30 [住まいのウチイケ] ㊊㊌㊎7:50[菊地寝具店］ ㊊㊌㊎8:15[モルエ中島] ㊊8：30［若佐組］ ㊋～㊎[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 （北海道新聞社、室蘭民報社） ●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）
　 ラジオ健康プラザ[日鋼記念病院]
　 ②④おしゃべり”シエスタ”　  
　 

㈮ NPOかわらばん㈭ CFM中継：ラジオニセコ （ニセコ町）
    ③安心暮らしガイド[室蘭福祉事業協会]
 　②④生まれてくれてありがとう（室蘭市・登別市）

　 

㈬ CFM中継：AIRてっし （名寄市）
　 ①室蘭市からのお知らせ特大号[室蘭市]
　 ②姉妹都市だより（静岡市、上越市、宮古島市）

㈫ CFM中継:エフエムもえる （留萌市）
　 ①海保１１８ホット情報（室蘭海上保安部）

㈬ ①安全安心まちづくりニュース（伊達警察署）
    ②③だてコミュ[伊達市]
　 ③ようこそ論語の部屋・のぼりべつ（登別市）　
    ④だてラジ宅配便[伊達市]
　 ④観天望気（室蘭地方気象台）

㈭ 道新ディスカバリー （北海道新聞社）
    ①③聴いてナットク！認知症
　 ②④市民会館イベントガイド [室蘭市市民会館]

㈪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～
　
　    　 

●天気予報 11:34㊎[ダイコウ、西舘てつお後援会］ ㊊～㊎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（北海道新聞社、室蘭民報社） ●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　

　  
㈮ サツラジ！[サツドラ］
　 どらいびんぐ室蘭  [NEXCO東日本]
　 お天気プラス  (室蘭地方気象台)
　 ウィークエンドむろみんプレイバック（室蘭民報社）
    
　  
    
     
  　

●ニュース 17:04（北海道新聞社、室蘭民報社） ●天気予報 ㊊～㊎18：00 [住まいのウチイケ]  ●測量山ライトアップメッセージ （室蘭ルネッサンス）  ●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 ㊎豊浦町、壮瞥町　●ＴＳＵＴＡＹＡ RANKING　㊊ＢＯＯＫ ㊋ＤＶＤ ㊌ＧＡＭＥ ㊍ＭＵＳＩＣ [ＴＳＵＴＡＹＡ室蘭店、登別店] 

㈪ 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]

㈮ どらいびんぐ室蘭 [NEXCO東日本]
    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)
    

㈫ ②あいスポ！ [室蘭市体育協会]
    

ロック裁判所 制作：j-Clamp

港湾音楽街道 ■ きくた、まき  

堀江淳のファインミュージックアワー
制作：j-Clamp

㈫ 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］　  
　 

よしもとホッカモリ ■ モリマン、札幌吉本若手芸人

セブンスガーデン  [室蘭部品] 
■ 坪川拓史 工大ナビ  [室蘭工業大学]

スターダストレビューの星になるまで
■ 柿沼清史、寺田正美、林VOH紀勝

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

尾﨑佳枝の“クラシック♡プロムナード”
[晴美写真館]　■ 尾﨑佳枝 

THE BEATLES LOVER NO.5 
制作：j-Clamp

めんこい子には旅させろっ！
■ ハヴケイスケ

高桑雅信の水曜びゅーでしょう
■ 高桑雅信

続・私の玉手箱 [菓子工房モンパリ]　
■ 芝垣美男 

MIT-NIGHT ■ MITラジオ放送部

楽音座びゅー3 ～Lark on the View.～  
[アクトプランニング,のぞえ商事 ]

川村健司のギタバカ！！
■ 川村健司

ディスカバリー・ミュージック・ドット・ジェイピー
■ JUNCO・北埜うさぎ　他

T’s Music SHOWER
■ TAKASIX 

ジオパーク．火山の恵み ■ 荒町美紀　
制作： wi-radioクラブ

プレシャスタイム ■ miwa
制作：wi-radioクラブ

ラジこらん [室蘭市] ■ チームラジっ娘

プチ☆ヒュプ ■ことは 

ウレシパ  [EKOU］ 
■ 日笠和也、佐藤弘太郎、くまちゃん 

大山慎介の『復活』北海道 
[北海道田舎プロデュース]  
■ 大山慎介 

ハッピーアニマルライフ ■ 大川郁子、平賀由美

週刊！本庄強  ■本庄強

KanzyのMusicMountain ■ Kanzy 弁護士みらいカフェ ［北海道みらい法律事務所]
■ 増川拓,阿部洋介,本間寛菜

花よりタイ語 ■ 加藤さや香、広瀬佑介

ほっとひとときⅡ ■琴音・琴春 

アクティブ! ■ 星康洋
制作：wi-radioクラブ

㈭ ラジオ Ｏｈ～！かわら版 [大川原脳神経外科]

室蘭ワクワクナイト
制作：室蘭ベイサイドラジオ

②④⑤生放送！
詳しくは室蘭ベイサイドラジオHPへ！
②21:40～大ちゃん先生の夜のわくわく保健室
               [ふなおか薬局］

珍小島からコンバンワ！
[洞爺湖プロジェクト]

ミュージックデリバリー 制作：j-Clamｐ

㊊㊋ 24:00-25:00 J-HITS FLOOR ㊌24：00-24:30 北笑ラジオ ㊌24:30-25:00 voice world ㊍ 24:00-25:00 SINKA RADIO  ㊎ 24:00-24:30 J-HITS FLOOR ※第１㊎のみ 経専学園 K∞DREAM　㊎ 24:30-25:00 東李苑のおしゃべりシフォンケーキ　㊊～㊐ 25:00- TRANSIT NIGHT　

College Radio Japan / 正木佑芽

㈬ 

かっちんのあなたに捧ぐ歌
■ かっちん

FP事務所の「くらしとお金」相談室　 
[ライフコンパス]

Mサプリ ■ miwa、miki　
制作： wi-radioクラブ
月1～2回生放送

かがやけ沢っ子
 [大沢小学校閉校記念事業実行委員会]

おばんです！HAMBURGER BOYS
 /HAMBURGER BOYS

TIME TABLE  2019/4～2019/6 まちを「おと」でつたえる 84.2MHz

FMノースウェーブの番組詳細は
http://825.fm まで

■ 自社制作番組　■ ボランティア制作番組　■ 外部制作番組　　　　　　　　　　    生放送　　収録　                  　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。 　番組名の色は… 後ろの帯色は…


