2017. 04月〜 2017. 09月

U USTREAM 放送

MUSIC BIRD

PASEO MORNING CAFE
7:50
8:00

7:07 マイシティふくしま
7:30 交通情報・天気予報
7:41 くらしの情報一口メモ
7:45 今日もいい日になあれ

HAPPY BOX 762

木・●
金 高橋ゆうこ U
月・●
●

8:30 信夫山さんぽ(再)

ふくしま絆づくりFM放送
SOUND FACTORY

。

長谷川健の幸せ成功塾

12:48〜

MY TOWN ポコランド

12:48〜

13:18 せっかくどうも
アポロガスです！

リメンバー・ミュージック

ジェニーにお任せ！
！

ジェニーちゃん

ポジカフェ

なつこ山のイケメンアイドル
竝木良仁＆小西裕美子(第3週) ロックオン！

みんなのラジオ

〜FUKUSHIMA TOWN VOICE〜
16:10 信夫山さんぽ (5月末まで) 16:10 飯坂＆土湯

16:35
16:50
17:00
17:30

aveとつるりん和尚の、
笑ってごまかせ！ U

福島市商店街連合会青年部

大場秀樹の一隅を照らす(再)

まいどくん参上!（再）15:30〜15:45

MUSIC SELECTION

住まいの市場Presents
てっちゃんに
ド〜ンと聞いてみよう！

ONE DAY TRIP

Wどりぶるの水かけ論!!（再）

12:48〜

カテキヨーDEチャレンジ（再） MANAMIの愛でラジ

サンドウィッチマンの
ラジオやらせろ！

MANAMI

シャイーン☆レディオ U

大場秀樹の一隅を照らす Music Book Cafe

シャイーン☆せいやん

U-ONE MUSIC presents

アキレスと亀(第1・3週)
Noa-Love(第2・4週)
U-ONE MUSIC 阿部綾子(第5週)

Music Hot Flavor

MATCH BOX松本

奥山弁護士のロック裁判所

アフタヌーンパラダイス

スーパー・ステーション！
住まいの市場Presents
てっちゃんにド〜ンと聞いてみよう！(再) Part2

16:15 気象台一口メモ

ガレッジセールの
ガレッジパーリー！

17:45 ふくしま情報
ステーションだより

MUSIC NOTES

亀岡偉民のカメカメトーク

MUSIC SELECTION

Coast line

おでまし
ナイトパイレーツ(再)

福島の夜を取り戻せ!!
〜Think it oh Bar〜 D４＆

杏奈カフェ♪♪

國分久美恵

粋成浩児のGO!GO!6575 (第1・2週)

菅野恵のパラレルナイト
ミュージック(再)
菅野恵

粋成浩児

LIVE！スマイルふくしま (第3・4週)
あんべ♪

おでまし
ナイトパイレーツ

ふくしま100人会団塊の応援歌

ラジオ2951

正廣(第1週)・かじか(第2・3・4週) 〜おかげさま商会〜
節子(第5週)

同友会 ゆかいな仲間達 (6月末まで)

渋谷順子
3

5

MUSIC BIRD

〜

21

5

7

フォークスクランブル

髙橋和子のパワフルラヂオ
(第1・2・5週)
木曽明美のポコッ2とチャレンジ
(第3・4 週)

ナイトパイレーツ

MUSIC BIRD

てっちゃん＆ゆうこ

。

本骨“ポンコツ”応援団(再)

〜

5

〜

21

スーパー・ステーション！
Part1

サンドウィッチマンの
ラジオやらせろ！(再)

ラジオバラエティ

福島大学放送部（1・2週）
A̲side-w＠ve
（3・4週）

Resort winds

すずらん通りよろずや横町

てっちゃん＆ゆうこ 三浦隆之＆ピーター・スコット

Wどりぶるの水かけ論!! せいやんの

MUSIC SELECTION

ジンケトリオ

17:38 今日もいい日になあれ（再）
18:00 ニュース・天気予報・交通情報
18:15 スポーツニュースフラッシュ

福島の夜を取り戻せ！
！
大道GATEハッシン！
〜Think it oh Bar〜（再）

谷村有美 それなりに＋

じんちゃんの「ほけんでGO！」(再)
キラリ！輝け福島の子どもたち（再）

13:05 ニュース
13:30 今日もいい日になあれ
（再）
13:45 天気予報・交通情報

16:10 それいけ！テクノロード 16:10 走れ！ポコ号☆
生中継(第1・3週)
手づくりマルシェの
ちょっと一息♬
Tea Break(第2・4週)

∞Z（ゼロゼロゼット）

菅原節子

デフロック(第1週)
紺頼朋子＆佐藤弥生(第2週)
ゆき(第3週)
ちーたろー＆壹岐粋岳(第4週)
渡辺春香(第5週)

13:19 こちら福島警察署(第1週) 13:10 マネー講座
（第1・3週）
13:20 BB・ヒロのつぶやき
（第2~5週）

福島民報今日のニュースデスクから
くらしの情報一口メモ（再）
ニュース・天気予報・交通情報
マイシティふくしま
（再）

菅野恵の
Music Star Geo
パラレルナイトミュージック
菅野恵

JP TOP20

はいうぇい人街ネット東北

17:20 牧野姉さんとしなだマンの
今日もアゲアゲ〜！
！ 17:45 長谷川健の
幸せ成功塾(再)
17:45 イオンシネマ映画情報

ave＆阿部光裕

なつこ山のイケメンアイドル
ロックオン！(再)

POCO-EGG

金 國分久美恵 U
火 しなだマン
水 佐藤匠 U ●
木 藤倉みさえ U ●
月・●
（ふくしまボンガーズ） U ●
●

女将さん・若旦那さん登場!!

上原喜光ぐるっと
360度

節子の部屋

10:30 ランチ情報

ふくしま絆づくりFM放送(再)
日本の防衛Ｑ＆Ａ
まいどくん参上！ 12:43〜

アフタヌーンパラダイス

湘南ベース 岩沢二弓

Music Star Geo（再）

火 ムッシュ・サイトー U
月 関口朋子 U ●
●
水 引田さいこ U
●
木・●
金 和合敦子 U
●

13:10 こむこむ夢発信！
！
13:18 長谷川健のTHE営業！

17:45 Come On!
Soft Bank

8:12 創価学会ハートフル・メッセージ
8:30 経済アラカルト(第1・2週)
8:30 商工会議所だより
8:40 おはようJAふくしま未来 8:40 おはようJAふくしま未来

リメンバー・ミュージック

じんちゃんの「ほけんでGO！」 本骨“ポンコツ”応援団
12:00〜
キラリ！輝け福島の子どもたち
12:48〜

U

火 あきばたまみ U
月 壱岐昭子 U ●
●
木 菅野淳一 U ●
金 アサノコウタ U
水 ODY(オディ) U ●
●

いいたて村長までいメッセージ(第1週) ラジオから伝えたい想い

カテキヨーDEチャレンジ

水 藤倉みさえ
火・●
●

MUSIC BIRD

おはようサンデー

Brand-New Saturday

職場の教養
ニュース・天気予報
交通情報
スポーツ＆芸能情報

8:30 飯舘情報局
までいスタジオ

MUSIC BIRD

おはようサタデー

FM-POCO MUSIC
SELECTION

