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5:00 5:00

6:00 6:00

7:00 7:00

7:38

新刊ブックナビ～本屋さんへ行こう！

8:00 8:00

8:53 8:53
9:00 9:00

9:20 9:20

9:40 9:40
10:00 10:00

10:20 10:20

10:45 10:45
10:50 10:50
11:00 11:00

11:30 レッツＧＯパルティ（第1.3.5週） 11:30
学校大好き

（再）いい本みーつけた

12:00 （再）せとまちラジオ （再）せとまちラジオ （再）せとまちラジオ （再）せとまちラジオ （再）せとまちラジオ 12:00

おんがくのお弁当箱

12:40
12:40

13:00 13:00

13:20 13:20
（第1週）

14:00 14:00

14:15 14:15
14:20 地域情報 きてきて!長久手(第1週） 地域情報 14:20

元気はなまる（第3週）

愛知県陶磁美術館(第4週）

15:00 15:00

15:15 漢字の成り立ち 15:15

川柳の時間

16:00 16:00
「今日のつぼ」

ｱﾝﾃｨｰｸの魅力（月１回）

16:55 16:55
17:00 17:00

漢字の成り立ち

17:20 次の方どうぞ 17:20

17:40 夕焼けＳＡＮＱ塾 17:40

18:00 （再）せとまちラジオ　　　　　　 （再）せとまちラジオ　　　　　　 （再）せとまちラジオ　　　　　　 （再）せとまちラジオ　　　　　 （再）せとまちラジオ　　　　　 （再）せとまちラジオ　 18:00

18:20 18:20

18:40 18:40
19:00 おやじギャグ道場 獅篭のコーナー 市之亟的に・・・ 19:00

Ｍ・Ｇ・Ｄ本部

19:55 19:55
20:00 20:00

20:30 20:30

20:45 20:45

21:00 21:00

22:00 22:00

23:00 23:00

0:00 0:00

1:00 1:00

1:30 1:30

サンキューグッド・セレクション

週替わりコーナー

今日のつぼ

パーソナリティ

高橋智子・高橋ひろこ

Power Up Morning Saturday
植田路実

小川もこ　デリシャスタイム

Power Up Morning Sunday
 田川まゆみ

トランスワールドミュージックウェイズ

シネマストリート

上原喜光ぐるっと360度
上原喜光・河村由美

サンキューグッド・セレクション

防災　何でも調べ隊

おはようサンデー　浜菜みやこ

上原喜光ぐるっと360度
上原喜光・河村由美

ウィークエンドサンキュー

水野ゆうすけ&山田結衣

道の駅瀬戸しなの情報(第4週)

ビビッとフォーカス

おはようサタデー
ひのきしんじ・本間千代子

せとまちラジオ
 (せとまち再発見！せとの魅力)

パーソナリティ 

道路交通情報

おはようサタデー　思いのままに

（ラジオサンキューでこれまで放送し
たゲストとのトーク、名物コーナーを
再放送でお送りします。）

サンキューグッド・セレクション

SATURDAY SUPER LEGEND
ARCHE

フォーク・スクランブル
わたなべヨシコ

THE　NITE　大西貴文 THE　NITE　大西貴文 THE　NITE　大西貴文 THE　NITE　大西貴文 THE　NITE　大西貴文

(再)ともみとともに

（再）せとまちラジオ　

温泉カンタービレ

ＪＰ　ＴＯＰ２０　山川智也・山口真奈

あの頃青春グラフィティ

サンキュー・グッドセレクション

ＪＰ　ＴＯＰ２０　山川智也・山口真奈

NEWS

私たちの校歌

 サンキューグッドセレクション

スーパーステーション！

NEWS

サンキューアフタヌーン

リメンバーミュージック
(邦楽９０年代)

アフタヌーンパラダイス
杉真理・葛野裕美子

天文のおはなし（月1回）
のぼかん(第2週)
守山署から（第3週）

ともみと茶のみ

情報発信！愛知県　　　　　　（第
2.4週）　　　　　　　　　　　　　教え
て長さん/SANQ劇場　　　　（第
1.3週）

 横井三千
パーソナリティ

 山田結衣
市民パーソナリティ

中井康代
パーソナリティ

文佳(1.3.5週) 山口悦子(2.4週)

サンキューアフタヌーン

サウンドクルーズ サウンドクルーズ

ガレッジセールのガレッジパーリー
フォーク・スクランブル

わたなべヨシコ

大崎潔の昭和ポップス玉手箱

露崎春女のＮａｔｕｒａｌ　Ｗｏｍａｎ 杏奈カフェ♪♪　冴木杏菜

リリーズのキャプテンズ・レディオ

Ｓｏｕｎｄ　ｏｆ　Ｏａｓｉｓ　カノン
おかげさま商会

松本哲浩　ＺＡＣＫＥＹ

ＴＲＩPLE９(再)

Groove Master（再）(第4週) Ｊａｍｍｉｎ'　Ｓｔｙｌｅ　Ｌｏｕｎｇｅ

藍太郎のおやすみサクランボ

防災一口メモ（瀬戸市防災課）防災一口メモ（瀬戸市防災課）

サンキュー・グッドセレクション

Ｊａｍｍｉｎ'　Ｓｔｙｌｅ　Ｌｏｕｎｇｅ

サウンドクルーズ サウンドクルーズ

愛知県情報

スマイルマルマルアサヒトセト♪
（第4週）

マジリポート(西牟田早苗)　

土 日月 火 水 木 金

良　一

8:15道をひらく～松下幸之助があなた
に贈る言葉～

パーソナリティ

林ともみ 池戸陽平 高橋ひろこ 高橋智子

パーソナリティ パーソナリティ パーソナリティ パーソナリティ

NEWS

長久手文化の家通信　　　　

交通情報　　天気
学校情報

あなたの背中を押す
今日のひと言

NEWS

サウンドクルーズサウンドクルーズ サウンドクルーズ

ラジオ絵本
よいこのおやすみタイム

サウンドクルーズサウンドクルーズ

山口敏太郎の日本大好き

NEWS

アフタヌーンパラダイス

道路交通情報 サンキューイブニング

サンキューイブニング
【落語家、講談師ら個性あふれるパーソナリティが送る面白くためにもなるエンタメ情報番組】

ひろこの小部屋

トミーズ・クラブ

 Ｔａｌｋｉｎｇ　ＢＡＲ

（第4週）
オールウェイズ・オールディーズ

道路交通情報

THE　NITE　大西貴文

タケさんの今夜も乾杯

ラジオ絵本
よいこのおやすみタイム

パーソナリティ　北川とみ

智子の茶室

やい！三根！

ラジオ絵本
よいこのおやすみタイム

 中川祐希の
Wind of Sound音の風(再)

ラジオ絵本
よいこのおやすみタイム

北川とみが贈る音楽プログラム
オールウェイズ・オールディーズ

ラジオ絵本
よいこのおやすみタイム

KAWAMURA  POWER
STATION(再)

新聞をパラパラ

（第1～3週）

あの頃青春グラフィティ

サンキュー
グッドセレクション

サンキュー
グッドセレクション

NEWS

パーソナリティ

パーソナリティ　

タックイン三根のノリノリ

 サンキューグッドセレクション

私たちの校歌

アフタヌーンパラダイス

いい本みーつけた(朗読)

良　一 ＆ フエフキヤ

NEWS

NEWS

アフタヌーンパラダイス

雷門獅篭 & 旭堂鱗林 加藤市之亟サンタマリア

Mornig Community Mornig Community Mornig Community

元気はつらつ歌謡曲 元気はつらつ歌謡曲 元気はつらつ歌謡曲 元気はつらつ歌謡曲 元気はつらつ歌謡曲

橘しんご 橘しんご 橘しんご 川久保秀一 川久保秀一

Mornig Community Mornig Community

NEWS

今日のつぼ

市場情報

サンキューモーニング おはよう金曜日

NEWS

サンキューモーニング

ＮＥＷＳ

パーソナリティ松本たかね

【地元の話題や催事などのほか、多彩なゲストも登場。地域密着情報を発信】

ともみとともに 演歌でSANQ

市場情報

交通情報　天気　学校情報

せとまちラジオ
（安全安心情報）

せとまちラジオ
（まるっとミュージアム）

聞いて聞かせて瀬戸の防災
（第1週）
ひろこのＢ＆Ｈライフ
（第2.3.4週）

NEWS

道路交通情報

せとまちラジオ
（瀬戸の人財紹介します!）

せとまちラジオ
（せとおしえてQ&A）

※第1週「伊藤市長の
新しいせとづくり」

せとまちラジオ
（せとアート情報）

防災一口メモ（瀬戸市防災課）

おはようサンデー　浜菜みやこ

オールウェイズ・オールデイズ

タックイン三根のノリノリ       

岸田敏志・光部愛 渡辺真知子・坪達也 小室等・白神直子

ガーディアン・ライオンズ
(第1～3週)
ジュニアリーダータイムズ
（第4週）

あつた宮宿会

私たちの校歌

サウンドクルーズ

学校大好き(第1.3週)

サウンドクルーズ
ＭＩＤＮＩＧＨＴ　ＢＬＵＥ

さわち美歌

ピアノフォルテ

サウンドクルーズ

 TRIPLE９

 Groove Master(第4週)

THE　NITE　大西貴文 THE　NITE　大西貴文 THE　NITE　大西貴文

THE　NITE　大西貴文 THE　NITE　大西貴文

リメンバーミュージック
（邦楽８０年代)

　リンリンハウス カンタ！サンタマリアげなげな話

Ｍｙ　Ｍｕｓｉｃ　Ｂｏｘ

Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｗｏｒｌｄ

りえの民謡チン・トン・シャン

サンキュー
グッドセレクション

たかねのワクワクウイークエンド

ストーンとわかるお墓なんでも
               相談室

尾張旭文化会館酒井館長と
ＨＯＴトーク（第1週）

KAWAMURA  POWER
 STATION

 中川祐希の
Wind of Sound音の風

パーソナリティ　
タックイン三根
パーソナリティパーソナリティ

防災一口メモ（瀬戸市防災課）

 【地元の話題や催事などのほか、多彩なゲストも登場。地域密着情報を発信】

愛知県陶磁美術館からの
お知らせ

Dear Yuming
（ディア・ユーミン)


