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12/24は開局記念日！この日の生放送プログラムはいつもよりボリュームアップしてお届けします♪

Twitter
@fmncv_okitamago

Instagram
@fmncv834

ラジオを
聴く
（サイマルラジオ）

QRコードを読み取って
おきたまGO！に参加しよう！！
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QRコードを読み取って
おきたまGO！に参加しよう！！

年末年始特別プログラム
12/30（月）～1/5（日）は通常のプログラムを
変更して放送致します。変更プログラムは
順次、HPにて公開致します。
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私たちがこの日限定のコラボステージをお届けします♪

丹波恵子×阿部洋子丹波恵子×阿部洋子 大矢真実×だずやねん大矢真実×だずやねん

あべあいこあべあいこ アツキヨ×エフエムNCVパーソナリティアツキヨ×エフエムNCVパーソナリティ

？？

遊びに
来てね！

いただいた には や もあります。いただいた には や もあります。

入場無料です！ぜひ遊びに来てくださいね♪入場無料です！ぜひ遊びに来てくださいね♪

やさしいラジオ♪
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年末年始特別プログラム
にて放送します！
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この模様を公開収録し、
年末年始特別プログラム
にて放送します！

おきたまGO！HP

http://www.fm834.jp
メール／info＠fm834.jp
FAX／0238-33-9000

ラジェック

リクエスト・メッセージは
こちらまで！

FM

6 NIKONIKO Cable Television Guidebook

月 火 水 木 金

7 00 天気予報

7：26 第１月：サポート企画記念日紹介
7：38 行政からのお知らせ
7：46 金：週末情報

8 00 8：00 時報 提供／エス・ティ通信
8：20 月：置賜の歩き方／第4…天元台高原だより 提供／天元台高原

火：広報ななめ読み
水：おきたまGO!ゲストトーク（再）
木：昭和の歌　平成の歌
金：おきたまブックマーカー

8：55 防災インフォメーション

9 00 扉をひらいてハイタッチ！（隔週）
こっちさござ～れ（隔週）

アツキヨのおしょうしな～(第1）
めろめろぱんち Round Radio（第2・4）

天才だずやねん（第3）
傾聴出羽ラジオんだず！（隔週）

地球のかたすみからRADIO（隔週）
フルカレ米沢（隔週）

STEPS（隔週） SPACE SHOWER RADIO

30 ラジオ旅の人（隔週） リメンバー・ミュージック（洋楽70年代）
10 00

リメンバー・ミュージック（邦楽80年代）
30 地球のかたすみからRADIO SS

阿部洋子／小川菜奈子
Heart Of One

～心のバリアフリー～
加藤健一／青嶋里佳

うたうたドルチェ♪（隔週）
方言あがな そがな ほがな（隔週）
吉田富美子・米沢とんと昔の会／小川菜奈子

野菜ソムリエのベジタブル＆
フルーツガーデン ハラクッチーナ

樋渡由美／青嶋里佳
ボヘミアン・ブランチ

山田記子／小川菜奈子

11 30 リメンバー・ミュージック（洋楽80年代）
12 00 12：00 時報 提供／ナウエル典礼

12：23 いただきます！～今日の給食なあに～
12：35 隔月：今月（前半・後半）の運勢（協力／天王山大覚院）

隔月：まみむめもーしょん★Emotion
火：best songs of the week
水：レインボーホットライン
木：子育て情報
金：GEO music chart 提供／GEO米沢金池店

12：49 月：見て！聴いて！わたしのインスタ

13 00 13：00 時報 提供／データシステム米沢
13：08 月：今週の気になるあの人

火：尚子の気まぐれランキング
水：アニマルでGO！
木：デタアコ協力隊（再）
金：昼時スポーツスクランブル

13：22 第1月：サポート企画記念日紹介
13：35 行政からのお知らせ
13：45 思い出の校歌

14 00 フルカレ米沢（隔週）
STEPS（隔週）

傾聴出羽ラジオんだず！（隔週）
地球のかたすみからRADIO（隔週）

扉をひらいてハイタッチ！（隔週）
こっちさござ～れ（隔週）

アツキヨのおしょうしな～(第1）
めろめろぱんち Round Radio（第2・4）

天才だずやねん（第3）
サンドウィッチマンのラジオやらせろ！

30 リメンバー・ミュージック（邦楽2000年代） おきたまGO!給湯室
15 00

アフタヌーンパラダイス（生放送）16 00

17 00 17：00 時報 提供／NECネッツエスアイ㈱ 加藤マチャアキの
金曜日はラジオでSHOW!17：30 行政からのお知らせ

17：45 月：ムービーインフォメーション
火：デタアコ協力隊
水：日本全国音楽行脚　

18 00 18：11  第1月…サポート企画記念日紹介
18：30 火：おきたまGO！ゲストトーク

水：音楽の人

19 00
DJ Nobby's
Tokyo LIVE!!

花＊花Style
おきふる！おきふる！ 渡辺俊美の

INTER PLAY 小樽からこんばんは30 マスコナオミの
ENJOY湘南SLOW LIFE！

20 00 アツキヨのおしょうしな～(第1）
めろめろぱんち Round Radio（第2・4）

天才だずやねん（第3）
ラジオ旅の人（隔週）

おきたまGO！Music Box（隔週） サンプラザ中野くんの
Runner2020 ミュージックデリバリー

サテライトボイス in お台場
ODAIBA RAINBOW 

STATION30 傾聴出羽ラジオんだず！（隔週）
地球のかたすみからRADIO（隔週） サンドウィッチマンのラジオやらせろ！

21 00 地球のかたすみからRADIO SS
（再）

Heart Of One
～心のバリアフリー～（再）

うたうたドルチェ♪（再／隔週）
方言あがな そがな ほがな（再／隔週） ハラクッチーナ（再） ボヘミアン・ブランチ（再）

20 置賜あれこれ（１テーマ５回シリーズで、地域が誇る偉人・名所・旧跡を紹介）
30 ジンケトリオ 堀江淳のファインミュージックアワー ラジオブロードウェイ 奥山弁護士のロック裁判所 T's Music Lounge

22 00
THE NITE23 00

土 日

7 00

おはようサタデー おはようサンデー

00
おきたまGO!給湯室（再） 傾聴出羽ラジオんだず！（隔週）

地球のかたすみからRADIO（隔週）8 30
扉をひらいてハイタッチ！（隔週）

こっちさござ～れ（隔週）
アツキヨのおしょうしな～(第1）
めろめろぱんち Round Radio（第2・4）

天才だずやねん（第3）

9 00
フルカレ米沢（隔週）

STEPS（隔週）
ラジオ旅の人（隔週）

おきたまGO！Music Box（隔週）
30

ビートルズ№5 おきたまGO!Music Box
第3週…気象台・日本の防衛

10 00

Brand-New Saturday
上原喜光ぐるっと360度

11 00

小山ジャネット愛子
Botanica12 00

ミューアのMUSIC LUNCH

13 00

あの頃青春グラフティ

Resort Winds

14 00

15 00 スーパーステーション!Part1
城之内ミサのPeace of Mind

30 スーパーステーション!Part2
井上昌己のprecious moment

16 00
ＳＡＴＵＲＤＡＹ

ＳＵＰＥＲ　ＬＥＧＥＮＤ JP TOP2017 00

18 00
ラジオ旅の人（隔週）

おきたまGO！Music Box（隔週）
フルカレ米沢（隔週）

STEPS（隔週）
30

SPACE SHOWER RADIO 扉をひらいてハイタッチ！（隔週）
こっちさござ～れ（隔週）

19 00
Kazuo Yoshida's
BOSSAMANIA

ポップンロール
コレクション

20 00
サウンドマリーナ ロッキンスター

21 00
なべラジ～土曜の隠れ家 リリーズの

キャプテンズ･レディオ

22 00
TABARU Love 

Emotion サムライジング

23 00
RADIO BOHEMIA Music Hot Flavor

ラジオCMが好評です！ 低コストで幅広い広告効果が期待できます。

20秒CM
放送料金：1本2,000円
例）1か月10本月額20,000円

長尺CM
40～60秒の長めのCM。

時報CM
毎日決まった時間に放送され、
お客様が覚えやすい。
（土日を除く）

自主放送（生）　 自主完パケ 　 Music Bird・その他 　　※0：00～7：00の番組表はおきたまGO！のHPをご覧ください。
※予告無く番組が変更となる場合もあります。ご了承ください。

7：32～提供／金子建設工業
8：07～提供／セゾンファクトリー

ワンデイトリップ

月～木／佐藤めぐみ 金／小川菜奈子

月／鈴木朗子

火／高橋ゆうこ

水／あべあいこ

加藤マチャアキ

オリビア

水／高橋ゆうこ火／井上尚子月・木／大矢真実 金／青嶋里佳

第１…ソラシド
第２…バクコメ
第３…ソラシド
第４…まつトミ
アシスタント…鈴木朗子

第１…CA$PER（8BLOX）
第２…石塚保宏（スターダスターズ）
第３…WHOOPIE
第４…DJ HICHA


