
2018年12月28日(金) 2018年12月29日(土) 2018年12月30日(日) 2018年12月31日(月) 2019年1月1日(火) 2019年1月2日(水) 2019年1月3日(木) 2019年1月4日(金) 2019年1月5日(土)
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7:00 7:00

7:55 7:55

8:00 声の年賀状 8:00

8:30 8:30

8:55 8:55

9:00 9:00

9:30 山へ行こう！ 伊藤政義 9:30

いなべのみなさんこんにちは 9:45

9:55 9:55

10:00 10:00

10:55 10:55

11:00 11:00

11:55 11:55

12:00 12:00

12:30 12:30

12:55 12:55

13:00 13:00

13:55 13:55

14:00 14:00

14:55 14:55

15:00 アフタヌーンパラダイス (生放送) 15:00

15:30 15:30

15:55 15:55

16:00 16:00

16:30 16:30

16:55 16:55

17:00 17:00

17:30 17:30

17:55 17:55

18:00 18:00

山へ行こう！(再) 伊藤政義 18:30

いなべのみなさんこんにちは(再) 18:45

19:55 18:55

19:00 声の年賀状 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

21:00 Sound of Oasis リリーズのキャプテンズ・レディオ Sound of Oasis 21:00

22:00 TABARU Love Emotion アトリＦＭ～あなたの夢工房ラジオ TABARU Love Emotion 22:00

23:00 RADIO BOHEMIA ビリー諸川の昭和浪漫歌謡曲 RADIO BOHEMIA 23:00

0:00 0:00

1:00 1:00

2:00 2:00

2:30 2:30

3:00 3:00

3:30 3:30

4:00 slow life, slow music 4:00

リメンバー・ミュージック
（邦楽９０年代）

リメンバー・ミュージック（邦楽９０年代）
リメンバー・ミュージック

（邦楽９０年代）

声の年賀状

リメンバー･ミュージック(洋楽７０年代) リメンバー･ミュージック(洋楽７０年代)

声の年賀状

リメンバー・ミュージック
(洋楽７０年代）

リメンバー・ミュージック（邦楽７０年代～８０年代）
リメンバー・ミュージック

（邦楽７０年代～８０年代）リメンバー・ミュージック
（邦楽７０年代～８０年代）

声の年賀状

いなべFM 昼の情報番組
ひるドキ！ いなBee(生放送)

横山佳織

いなべFM 朝の情報番組
おはよー いなBee(生放送)

丹羽麻由美

真夜中の訪問者

いなべ市防災情報

いなべ市情報

岸田敏志　光部愛

日本の演歌・歌謡曲
～懐かしのあの歌～

Morning Community(生放送)
川久保秀一

いなべ市情報

いなべ市情報

いなべ市情報

いなべ市防災情報

いなべ市情報

　

いなべ市情報

Morning Community(生放送)
川久保秀一

いなべFM 朝の情報番組
おはよー いなBee(生放送)

丹羽麻由美

いなBeeミュージック

いなBeeミュージック

Power Up Morning Saturday
毛利隆仁・小澤真美

Power Up Morning Sunday
田川まゆみ

日本の演歌・歌謡曲
～懐かしのあの歌～

反畑誠一の音楽ミュージアム
反畑誠一 岡野美和子

上原喜光ぐるっと360度
(生放送)

上原喜光　河村由美

スリジエSＴＹＬＥ
エフエムやまと（神奈川県大和市）

おはようサタデー(生放送)
ひのきしんじ 本間千代子

おはようサンデー(生放送)
浜菜みやこ

小川もこ デリシャスタイム
小川もこ

おはようサタデー(生放送)
ひのきしんじ 本間千代子

おはようサタデー(生放送)
ひのきしんじ 本間千代子

サタデーいなベーション
カツラギ

いなべの観光情報
いな総放送局 いなべ総合学園高校

あの頃青春グラフィティ
(生放送)

岡野美和子

湘南ベース
岩沢二弓（ブレッド＆バター） わたなべヨシコ

みえ4局おでかけナビ

ミューアのMUSIC　LUNCH
(生放送)
ミューア

JP TOP20
山川智也

あの頃青春グラフィティ
(生放送)

岡野美和子

美加のNice'n Easy Time
大橋美加

アニメ関門文化学園
カモンエフエム（山口県下関市）

縁もゆかりもミュージック
FM なかつ

（大分県中津市）

いなBeeアーティストセレクション
平井堅

いなBeeアーティストセレクション
中島美嘉

いなBeeアーティストセレクション
REBECCA

いなBeeアーティストセレクション
Queen

いなBeeアーティストセレクション
'81年HITソング

アッカのあっかんべ～
アッカ(あいのぼり)

リメンバー･ミュージック(邦楽７０年代) リメンバー･ミュージック
(邦楽７０年代)

Brand-New　Saturday
(生放送)

かとうみちこ 高橋あさみ

Brand-New　Saturday
(生放送)

かとうみちこ 高橋あさみ

おはようサンデー(生放送)
浜菜みやこ

おはようサタデー(生放送)
ひのきしんじ 本間千代子

日本の演歌・歌謡曲 ～懐かしのあの歌～

Morning Community(生放送)
橘しんご（月～水）　川久保秀一（木・金）

Morning Community(生放送)
橘しんご（月～水）　川久保秀一（木・金）

いなBeeミュージック

いなBeeミュージック

小川もこ デリシャスタイム
小川もこ

渡辺真知子　坪達也

GOOD BYE APRIL
倉品翔の REMEMBERS

真夜中の訪問者

みえ4局おでかけナビ

SKE48のラジオの時間やに！
内山命　井田玲音名

いなべ市防災情報

いなべ市情報

いなべ市情報

いなべ市情報

あの頃青春グラフィティ
(生放送)

岡野美和子

あの頃青春グラフィティ
(生放送)

岡野美和子

JAZZ BOX
香井啓志

サタデーいなベーション(再)
カツラギ

いなべの観光情報
いな総放送局 いなべ総合学園高校

牧山純子サウンドマリーナ
牧山純子

BEST ISHIDA Presents
カイロスの接吻

いとう美都世　石田憲孝

因幡晃　夏目真紀子

Brand-New　Saturday
(生放送)

かとうみちこ 高橋あさみ

上原喜光ぐるっと360度
(生放送)

上原喜光　河村由美

Brand-New　Saturday
(生放送)

かとうみちこ 高橋あさみ

JP TOP20
山川智也

Resort Winds～from軽井沢～
(生放送)

有銘琴絵 FM軽井沢

Resort Winds～from軽井沢～
(生放送)

有銘琴絵 FM軽井沢

2018～2019年　いなべFM年末年始タイムテーブル

特別版再放送
SKE48のラジオの時間やに！

内山命　井田玲音名

いなBeeミュージック

アフタヌーンパラダイス　(生放送)

スーパー・ステーション！Part2
岸田敏志　光部愛 渡辺真知子　坪達也 沢田知可子　蒼山慶大 杉真理　山口真奈 因幡晃　夏目真紀子

アフタヌーンパラダイス　(生放送)

リメンバー・ミュージック（邦楽２０００年代）

リメンバー・ミュージック（洋楽９０年代・２０００年代）

サテライトボイス in お台場ODAIBA
RAINBOW STATION(生放送)

川辺保弘ほか

いなBeeミュージック

DJ Nobby’s Tokyo LIVE!!
さくらエフエム(兵庫県西宮市)

牧山純子サウンドマリーナ
牧山純子

石原正敬の痛快！風雲ラジオ
石原正敬　岡原一寿

Song for TOMORROW
竹本孝之

THE　ＮＩＴＥ
大西貴文

BEST ISHIDA Presents
カイロスの接吻

いとう美都世　石田憲孝

サテライトボイス in お台場ODAIBA
RAINBOW STATION (生放送)

川辺保弘ほか

Passage
調布エフエム

(東京都調布市)

アイパー滝沢の
ホゥ！リーナイト・フィーバー

REDS WAVE(埼玉県さいたま市浦和区)

杏奈カフェ♪♪
冴木杏奈

Rili.のドリームエンタメラボ
Rili

slow life, slow music

いなべFM 昼の情報番組
ひるドキ！ いなBee(生放送)

横山佳織

リメンバー・ミュージック
（邦楽２０００年代）

いなべFM 夕方の情報番組
イブニングいなBee(生放送)

横山佳織

いなBeeアーティストセレクション
'75年HITソング

いなべFM 夕方の情報番組
イブニングいなBee(生放送)

横山佳織

因幡晃　夏目真紀子

いなBeeミュージック

ラジオ２９５１
藤田みさ

アッカのあっかんべ～
アッカ(あいのぼり)

あの頃青春グラフィティ
(生放送)

岡野美和子

ガレッジセールのガレッジパー
リー！

ガレッジセール

フォークスクランブル(生放送)
わたなべヨシコ

あの頃青春グラフィティ
(生放送)

岡野美和子

スーパー・ステーション！Part1

河口恭吾 ブートラジオ
河口恭吾

Pｒｅｍｉｕｍ G
～MUSIC GIFT～
大石吾朗 伊藤美裕

SATURDAY　SUPER　LEGEND
(生放送)

ARCHE

Song for TOMORROW
竹本孝之

いなべ市情報

Power Up Morning Saturday
毛利隆仁・小澤真美

JAZZ VOCALの夜

風とシープス…ときどき、窪田友紀子
窪田友紀子

Music Hot Flavor
川辺保弘

アイパー滝沢の
ホゥ！リーナイト・フィーバー

REDS WAVE(埼玉県さいたま市浦和区)

Passage
調布エフエム

(東京都調布市)

真夜中の訪問者

THE　ＮＩＴＥ
大西貴文

おきふる！おきふる！
山内幸子　照屋聡
FM読谷（沖縄県）

サンプラザ中野くんのRunner２０２０
サンプラザ中野くん

宮野寛子のＣｏｍｆｏｒｔな時間
宮野寛子

康成戸井のラジオな話
戸井康成 田嶌あさこ

メディアスエフエム（愛知県東海市）

花※花Style
BANBANラジオ（兵庫県加古川市） 渡辺俊美のINTER PLAY

(生放送)
ＦＭおだわら(神奈川県小田原市)

マスコナオミのENJOY
湘南SLOW LIFE！

益子直美　ﾚﾃﾞｨｵ湘南（神奈川県藤沢市）

JAZZ VOCALの夜
GOOD BYE APRIL

倉品翔の REMEMBERS
いなBeeミュージック

いなべ探望
いなべエフエム(三重県いなべ市)

Classic Rock ７０’S
ＦＭ世田谷（東京都世田谷区）

スリジエSＴＹＬＥ
エフエムやまと（神奈川県大和市）

花火の星
ＦＭはなび（秋田県大仙市）

吉田メロディとすてきな時間
ＦＭひたち（茨城県日立市）

たりらーりー
たいがー・りー

ユメルのモナリザラウンジ
茜沢ユメル

谷村有美 それなりに＋(生放送)
谷村有美

週刊メディア通信
高島幹雄 浜菜みやこ

大崎潔の歌謡日にプレイバック
大崎 潔

沢田知可子　蒼山慶大 杉真理　山口真奈

『タックイン三根のノリノリ！』
『オールウェイズ・オールディズ』

ラジオサンキュー(愛知県瀬戸市)

露崎春女のNatural Woman
露崎春女

ヤマショウズ望月貴徳の
グッドタイムミュージック

あづみ野エフエム(長野県安曇野市)

フォークスクランブル(生放送)
わたなべヨシコ

放送休止放送休止放送休止 放送休止


