◆ふれあい情報

月曜〜金曜 8時 9時 10時 12時45分 18時45分

インフォシティ： 月曜・金曜 8時 9時 10時 18時45分／火曜〜木曜 12時30分 18時30分

土曜・日曜 12時45分

■ 北杜市からのお知らせ

北杜市からの最新情報をお伝えします。〔北杜市〕
■安全安心情報 警察署、消防本部などのお知らせです。
■インフォシティ 地域のフレッシュなイベント情報などのお知らせコーナー。
■局からのお知らせ 番組の案内をはじめ、局からの告知を放送しています。

月曜〜金曜

石井健一の「ハッピークローバー」

（10時30分 12時 18時）
乗馬のメッカ・八ヶ岳から、
馬の魅力や乗馬の楽しみ
方、
イベント情報などをお
届けします。

月曜

（10時30分 12時30分 18時30分）

NPO「自然とオオムラサキに親しむ会」
が運営す
る北杜市オオムラサキセンターのオリジナル番
組。ムーちゃんの成長過程やイベント情報をお伝
えします。

ミアキス・高校生の
「re:grow」

（10時30分 木曜12時15分 18時15分）

ニコリの地階・ミアキスで活動する高校生が体験
や日常生活からの話題をお届けします。

◆ デイ・イン・ライフ
月曜・火曜

ひと交差点／八ヶ岳今昔・峡北の方言／山からの便り
「ひと交差点」
は話題の人や地域で活躍するグル
ープなどを紹介。
「峡北の方言」は地域に住んで
いるお年寄りから伝統行事や歳時記などを方言
で伝えてもらいます。
「山からの便り」
は地元の登
山愛好家が、
ゲストを交えて故郷の山々を中心に
語ります。

水曜

ヘルス＆メディカル

◆ Waniスタ・ランチタイム

月曜〜金曜

月曜：ひと交差点／八ヶ岳今昔・峡北の方言
火曜：山からの便り／ひと交差点
水曜：ヘルス＆メディカル
木曜：フォーエバーグリーン
金曜：ジャズ 私のお気に入り

15：

木内鶴彦 未来の地球へ

00： 北杜市からのお知らせ／安全安心情報／インフォシティ／局からのお知らせ
30： 月

臨死体験を綴った「宇宙の記憶」
や彗星発見で知られる木内鶴彦さ
んが地球の未来を見つめて次世
代にメッセージを送ります。

火
水
木
金

水曜
金曜

00：
五味愛美
30： 羽ばたけ！ ムーちゃん
00：
嵯峨野裕貴／成島美穂子
30： インフォシティ
00：
湊尚子／西川幸希
30： 木内鶴彦 未来の地球へ

火曜
木曜

00：ニーラ韮崎すまいるニコリ
30：インフォシティ
00：馬の街でギャロップ
15：ミアキス・高校生の「re:grow」
30：インフォシティ

45： 北杜市からのお知らせ／安全安心情報／局からのお知らせ
00：クラシック・アベニュー

金曜

55：防災インフォメーション

00：あの日が空から舞い降りて
00： アフタヌーン・パラダイス
月曜 岸田 敏志・光部 愛
火曜 渡辺真知子・坪 達也
水曜 沢田知可子・蒼山慶大
55： 防災インフォメーション

木曜
金曜

杉 真理・山口 真奈
因幡 晃・夏目真紀子

［提供：JA梨北、
白州郷牧場おっぽに亭こっこ］

火曜

ニーラ韮崎すまいるニコリ
韮崎市役所の番組。ナビ
ゲーターの清水好美さん
が「にらさき散歩」
「元気
ニラサキ」
などで韮崎市の
魅力を紹介。 〔韮崎市〕

湊尚子さん・西川幸希さんが
お相手。「最近の出来事」を
はじめ、さまざまな分野につ
いてゲストを交え楽しくおし
ゃべりを展開。 ［提供：金精軒］

月曜〜金曜

00： THE

風とシープス
…ときどき、窪田友紀子

（13時 17時）

サンプラザ中野くんの
Runner2020

Music Hot Flavor
川辺保弘

あの日が空から舞い降りて（14時）

なつかしい軽音楽でお楽しみください。

00：Premium G

00：牧山純子
サウンドマリーナ

00：ラジオ2951

00：Sound of Oasis

00：リリーズの
キャプテンズ・レディオ

サテライトボイスinお台場

NITE 大西貴文

55：防災インフォメーション
00：TABARU
Love Emotion

00：アトリFM〜
あなたの夢工房ラジオ

00：RADIO
BOHEMIA

00：ビリー諸川の
昭和浪漫歌謡曲

00：コミュニティ発 全国放送ゾーン②

00：BEST ISHIDA
Presents

00：ユメルの
モナリザラウンジ

00： JAZZ VOCALの夜

00：Rilli.のドリーム
エンタメラボ

00：美加の
Nice n Easy Time

00：露崎春女の
Natural Woman

るーりぃ♡みーな ukiukiルミナス☆
中村絵梨子 キラとき☆

宮野寛子の
Comfortな時間

日本の国蝶オオムラサキ。今でも自然が多く残ってい
る八ヶ岳高原に位置する北杜市長坂町は全国一の
生息地です。
オオムラサキセンターでは一年を通じてオオムラサキ
のその時々の生態を観察することができます。工作
教室や昆虫観察会も行っています。
開館時間

9:00〜17：00（最終入館16:30）

［7月〜8月］ 8：30〜19：00（最終入館は18：30まで）
［12月〜2月］ 9：00〜16：00（最終入館は15：30まで）

オオムラサキセンター

〒 408-0024
山梨県北杜市長坂町富岡 2812 番地
TEL 0551-32-6648 FAX 0551-20-4380
URL http://oomurasaki.net

実行委員会、八ヶ岳ミュージアム協議会

なないろ放送局 ななコレ!?

土曜 11時〜11時30分
日曜 11時

地域密着情報誌「なないろ」のスタッ
フが作る番組。地域の情報、編集スタ
ッフの生活や裏話などゲストを交えな
がらお届けします。
〔提供：nanairo株式会社〕

ペット日和

土曜 11時30分〜11時45分
日曜 11時30分

北杜・韮崎市内の３つの動物病院の協
力でお送りする人気のペット番組。動
物病院の先生方の貴重なお話や里親募
集など情報がいっぱい。
協力：長坂インター動物病院、
にらさき動物病院、
八ヶ岳動物病院

マジョのあのね

中田薫とほどほど漢方

小淵沢町のランドマーク「えほん
村」。マジョこと館長の松村雅子さん
が「えほん村」便りや八ヶ岳情報を伝
えます。ハーブ園も整備し話題満載。

須玉町の漢方医、中田先生のオリジナ
ル番組。漢方の話はほどほどにジャズや
グルメといった方面に独特の語りでうん
蓄を披露します。

土曜 12時〜12時30分
日曜 12時

土曜 12時30分〜12時45分
日曜 12時30分

休 館 日 毎週月曜日
祝日の翌日（月曜日が祝日の場合、その翌日）
年末年始、夏季無休
ご利用料金 大人420円、小中学生200円

週間メディア通信

SHINGO S RADIO SHOW
Night Fever

〔提供：えほん村〕

トラットリア・アルプス
土曜 19時〜19時30分
日曜 19時

00：ガレッジセールの
ガレッジパーリー！

00：

クラシック・アベニュー

昼のひと時をクラシック音楽とともにお過
ごしください。

00：フォークスクランブル
わたなべヨシコ

55：防災インフォメーション

00： デイ・イン・ライフ
45： 石井健一の「ハッピークローバー」
00： 谷村有美それなりに+

00：SATURDAY
SUPER LEGEND

00：ブートラジオ

00： Waniスタ・ランチタイム
45： 北杜市からのお知らせ／安全安心情報／インフォシティ／局からのお知らせ
嵯 峨 野裕貴さん・成島美 穂
子さん のコンビが「M u s i c
S p i c e」「食 卓ダイアリー」
「キラキラボイス」などをお
送りします。
［提供：セレオ］

時報（清里 萌木の村ロック）
00：マジョのあのね
30：中田薫とほどほど漢方
45：インフォシティ
イングリッシュ インフォシティ
00：あの頃
00：Resort Winds
〜From 軽井沢〜
青春グラフィティ
00：スーパー・ステーション！

00：クラシック・アベニュー

自然ガイドの五味愛美さんが、
動植物や人気スポットなど自
然保全の観点から八ヶ岳の楽
しみ方を紹介します。

八ヶ岳周辺に住む人に知ってほしい、ミス
宇佐神慎牧師は東京でトーク会を定期開 テリアスな歴史や史跡の発見、またミュ
催、聖書の目を通して解き明かすことで、 ージアムの協力による縄文土偶＝宇宙人
世の中が面白いほど見えてくる…。
「宇佐 説？といった不思議を紹介します。
提供：北杜市観光課稲絵アートフェスティバル
神説法」は聴く価値ありですよ。

局からのお知らせ

ジャズ 私のお気に入り

水曜

「目からウロコ」

00：なないろ放送局 ななコレ！
？
30：ペット日和
45：イングリッシュ インフォシティ
北杜市からのお知らせ

モダンジャズ・ファンのお便りをもとにお送りする
番組。1950年、60年代を中心に懐かしいプレ
ーヤーを紹介。最新のジャズシーンも。

正午（〜12時30分） 18時（〜18時30分）

土曜 10時〜10時30分
日曜 10時

00：世の中の見えないところが見えてくる…

30：BGM
55：防災インフォメーション

時報
（清里 萌木の村ロック）
月曜

00：おはようサンデー

「八ヶ岳ミステリー・ツアー」

00：

第1・2週は新テーマで鈴木嘉彦
山梨大学名誉教授の「明るい未
来へ」、第3週は「子どもの未来
を考える会北杜」の野々村誠司
代表のリポート。ほかに環境に
関わるテーマで放送します。

00：おはようサタデー

大森たつしの「八ヶ岳ミュージアム散歩」
新 大森たつしの
00：

00： デイ・イン・ライフ
45： 石井健一の「ハッピークローバー」

フォーエバーグリーン
「明るい未来へ」

55：未来への手紙プロジェクト

55：防災インフォメーション

曜：羽ばたけ！ムーちゃん
曜：ミアキス・高校生の「re:grow」
曜：BGM
曜：馬の街でギャロップ
曜：木内鶴彦 未来の地球へ

55： 防災インフォメーション

19時

00：反畑誠一の
音楽ミュージアム

55：防犯インフォメーション
00：おはようサタデー 00：おはようサンデー

00： 北杜市からのお知らせ／安全安心情報／インフォシティ／局からのお知らせ

月曜・水曜・金曜は、韮崎市民交流センター・ニコリのサテライト・スタジオ「WaniWani」から生放送
で送ります。パーソナリティとゲストのお話、ニコリの各施設イベント紹介などをお楽しみください。

月曜

00：小川もこ
デリシャスタイム

55： 防災インフォメーション

金曜

医療ジャーナリストの蒲谷茂さんが
身近な医療、健康について分かり
やすく解説。
また漢方医の中田薫
さんが「増富の湯健康づくり教室」
を月1度、
お送りします。

橘しんご
（月〜水）
川久保秀一
（木・金）

金曜

月曜〜金曜 9時15分 11時
木曜

00：Power Up Morning 00：Power Up Morning
Saturday
Sunday

00： 北杜市からのお知らせ／安全安心情報／インフォシティ／局からのお知らせ
30： 石井健一の
「ハッピークローバー」

（10時30分 12時30分 18時30分）

新 大森たつしの
世の中の見えないところが見えてくる…
「宇佐神牧師の目からウロコ」 「八ヶ岳ミステリー・ツアー」

土曜 9時〜9時55分
日曜 9時

00：モーニングコミュニティ

〔提供 ： ゾーンプランニング、ミノワホースクリニック、
八ヶ岳ホースエキスポ、山本亜希メンタルクリニック、
ララミー牧場、ラングラーランチ〕

火曜

2019.03

00： モーニングストリーム
30：リンボウ先生の「謹訳 源氏物語」 林 望

馬の街でギャロップ

トピックス
「きょうは何の日？」
と、
この
日誕生日の歌手の歌声、料理レシピ
を紹介します。〔提供：パンの家エム・ワン〕

羽ばたけ！ ムーちゃん

2018.10

木曜

（8時30分 11時45分 19時45分）

2018秋冬

トラットリアに見立てた番組がすっか
り局の看板に。オーナー、金丸滋さん
とシンガー・ソングライター、伸太郎
さんが八ヶ岳の情報や自作曲の紹介を
します。
〔提供：アルプス〕

〔協力：中田医院〕

