
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

  6:00 

岩崎和夫・浅井千華子　 asakin@jocr.jp

  5:00 GOGO釣りサタデー！
藤原正美
tsuri@jocr.jp ［土肥富］

  5:00 心のともしび ［カトリック教会］
  5:05 心に光を ［「心に光を」メディアセンター］
  5:15 TV-HITSプレミアム

  5:20 心のいこい ［念法眞教］
  5:25 名曲モーニング（月）

  5:30 録音風物誌 ［倫理研究所］
  5:40 TV-HITSプレミアム
  5:45 ギュッと健康エッセンス

15:40 岩本初恵の幸せをつれてくる言葉（水・木） ［愛しとーと♥］
15:45 イブニングひょうご（※金は17:17〜） ［兵庫県市町村振興協会］
16:56 姫路市からのお知らせ ［姫路市］
17:02 播磨ピックアップニュース （月・金）［グローリー］/神戸新聞　ラジオ夕刊（火） 
17:13 ミュージックダイヤリー ［兵庫創価学会］

21:40 友紀希望 “歌の旅” 
友紀希望・松原タニシ� ［オフィス友紀］

23:30 もじゃ先輩とさくら君
利根健太朗・佐倉綾音
sakura@anitama.com

00:00 小野坂昌也の10年つづくラジオ� NEW
10年
10nen@anitama.com

21:00 板東・板東・晴れ・板東！
板東英二・松本理奈　 ban@jocr.jp
� ［国際通信社グループ/イセヤリゾート鳴門］

21:00 モリユリの〜こころのメロディ♪
森�祐理
yuri@jocr.jp� ［各社］

21:40 本気で結婚しよう！
� ［ハートフルマリアージュ/お見合い塾］

16:30 

古田彰満
news@jocr.jp

16:00 歌声は風にのって
月・火�関�真由美　水・木�鎌田香奈　金�上原伊代　 utakaze@jocr.jp
 ［神姫バスグループ］

17:43 競馬レポート ［兵庫県競馬組合］
17:50 ラジ王　水野潤子　 rajio@jocr.jp� ［各社］

17:55 メディアバルーンちょこっとおしゃべり（第1・3週）�

林�真一郎　月・火�関�真由美　水・木�鎌田香奈
亀崎直樹・矢守克也・デイリースポーツデスク�他　 news@jocr.jp

15:00 

19:00 加藤登紀子の地球に乾杯!
加藤登紀子・Yae
tokiko@jocr.jp�［大関/サラヤ/神戸地下街］

18:00 GOGO!ヴィッセル神戸
髙島麻利央　 vissel@jocr.jp
� ［神戸トヨペット/山善興産］

18:30 松原健之 歌をあなたに
松原健之
take@stv.jp

  5:30 谷五郎のおはようファーム� NEW

谷�五郎 ［JA兵庫南］

19:30 人は蒔いた種の通りに実を結ぶ
角谷建耀知・岩井万美
� ［わかさ生活］

20:00 ビバ！タカラジェンヌ
小山乃里子
viva@jocr.jp� ［エムエスケイ］

20:30 風さやか 愛と夢♡永遠のタカラジェンヌ
風�さやか
� ［森田商事］

21:00 ヒロノツトムの “走れタコ”
ヒロノツトム・みぶ真也・青木あき
� ［浪速テクノ/れんげクリニック］

21:30 ジュミの “ムーンライトハーバー”
ジュミ・原田ヒロシ
� ［ミュージックJステーション］

10:00 

月�門松良祐（ひまり）・Rinana 火�ワタナベフラワー 水�松中啓憲・信政�誠・西村�愛 金�秋休・平野里沙・KYOHEY

heads@jocr.jp

木�ひづきようこ・明香音・米澤勇気（私立應南学院高等部）

00:00 ハートフル正村真二の結婚相談
正村真二
� ［ハートフルマリアージュ］

  4:30 山口良一今日もいきいきあさ活ニッポン
山口良一

  3:00 

月�Shiggy�Jr. 火�三四郎 水�吉田山田 金�朝井リョウ&加藤千恵木�アルコ&ピース

木�おぎやはぎのメガネびいき 金�バナナマンのバナナムーンGOLD水�山里亮太の不毛な議論火�爆笑問題カーボーイ月�伊集院光の深夜の馬鹿力

21:40 梓夕子の “歌謡ホームラン”
梓�夕子� ［ジャパン・ヘルシーミュージック］

21:30 世界名作映画BEST50
21:40 千成奴の笑和の玉手箱� NEW

� ［立花屋］

00:00 なんでもカウンセリング〜You&Me〜
IZAM・Sei�Kisaragi・石井あみ
原�さち穂・森村祥江
nandemo@jocr.jp

00:00 嶺陽子の歌の散歩道
嶺�陽子　 mine@jocr.jp� ［各社］

00:15 新番組� NEW
Kenjiro・塩乃華織　� ［各社］

00:30 橘あきらとMAYUMI愛の� NEW
　　　“お帰りなさい！！”

橘�あきら・MAYUMI愛［マーチャオグループ/レイナースミュージック］

00:30 ゆるゆるよゆる
トト勝本・しまぢり・�ミカ・ローリー・K・平�こういち
� ［勝本エージェンシー/TK&C］

23:30 ゆきんこ・りえしょんのいちごまみれだよ〜�
五十嵐裕美・村川梨衣
ichigo@anitama.com

00:00 おどろき戦隊モモノキファイブ
中村繪里子・日笠陽子
momonoki@anitama.com

23:30 Permanent Fishのアカペラの時間� NEW
　　　Permanent�Fish

23:30 勝手にロック� NEW
　　　ゴーゴー木村・中村隆太・ウタモモ

［T'S�STUDIO/ARTRIUM�MUSIC�SCHOOL］

21:00 桑田一成のエコのＷＡ！ラジオ� NEW
桑田一成・ケーちゃん
� ［エコリング］

21:00 怪談ラヂオ〜怖い火曜日� NEW
ひづきようこ・松山勘十郎・木原浩勝
kaidan@jocr.jp

  2:30 清川千里の “ふれあい”トーク� NEW
清川千里

  6:00 天使のモーニングコール
　　　白倉律子
 ［幸福の科学・幸福の科学出版］

寺谷一紀・中橋�舞　 maido@jocr.jp

10:25 防災マッカセナサイ! ［プロセブン］
10:30 一紀のツーといえばカー ［ビジネスレンタリース］
10:37 まごころ歳時記 ［辯天宗］
10:50 ジャパネットたかたラジオショッピング［ジャパネットたかた］

10:00 

進行：�林�美和・中西則善・美藤啓文・
　　�来栖正之・仙田和吉・河本光正
解説：森田真司・坂口元一・吉田順一
　　�週替わりデイリースポーツ記者
keiba@jocr.jp

 ［JRA日本中央競馬会/協力デイリースポーツ］

16:30 競馬ノススメ
藤村和彦・関�真由美
susume@jocr.jp

17:00 歌声は風にのって　上原伊代　 utakaze@jocr.jp ［神姫バスグループ］

17:30 Cruising Cafe cc@jocr.jp ［早駒運輸］

18:30 ひづきようこの今宵の宴
ひづきようこ
utage@jocr.jp

19:00 

岩崎和夫・南かおり
radi@jocr.jp

22:00 堀江由衣の天使のたまご
堀江由衣
� ［キングレコード］

22:30 angelaのsparking!talking!show!
angela
� ［キングレコード］

23:00 林原めぐみのTokyo Boogie Night NEW
林原めぐみ

00:00 まよなかデリバリー
内山夕実・山本希望
mayonaka@anitama.com

00:30 あふぃ☆ラジ〜魔法学院特別授業
アフィリア・サーガ（ルイズ、ユカフィンほか週替りメンバー）
afi@anitama.com� ［MAGES.］

23:30 みかこしのラジこし
小松未可子
mikakoshi@anitama.com

  1:00 AKIBA美少女新撰組 ご覚悟！� NEW
akiba@jocr.jp

� ［東京声優プロデュース/大阪ふわんとろん］

  1:30 鷲崎健の王様は退屈じゃ!
鷲崎�健・長弘翔子・橋本�和
taikutsu@anitama.com

  2:00 まじポン!
間島淳司・菅沼久義
majipon@anitama.com�［マリン・エンタテインメント］

  2:30 日野聡・立花慎之介 名門アウトロー学園
日野�聡・立花慎之介
meimon@anitama.com�［マリン・エンタテインメント］

  5:00 ひょうごラジオカレッジ（再）

  5:30 ラジネットひょうご
  5:45 なぜ生きる ［1万年堂出版］

  6:00 里親さがし
  6:05 心のともしび ［カトリック教会］
  6:10 心のいこい ［念法眞教］
  6:15 大徳寺昭輝の天の夢 ［各社］
  6:30 幸福への出発 ［生長の家］
  6:50 ネットワーク探偵団

  7:00 ラピスモーニング
千葉悠晃・天宮�遥
lps@jocr.jp� ［KOBEラピスホール］

  7:20 世界名作映画BEST50 
  7:30 キリストへの時間 ［日本キリスト改革派教会］
  7:45 聖書と福音 ［福音プロダクション］

  8:15 痛快！バッチリラジオ ［各社］

  8:00 天宮遥の私はピアノ
　　　天宮�遥

  7:00 正木明の天気のソムリエ
正木�明　 macky@jocr.jp

  7:30 お元気ですか春名祐富子です ［各社］

  7:50 みんなの健康相談 ［兵庫県医師会］

  8:30 長野祐也の医療界キーパーソンに聞く
長野祐也

 ［各社］

  6:30 ひょうごラジオカレッジ

 ［兵庫県生きがい創造協会］

  9:00 サンデー神戸
西條遊児・高山麻希
sunday@jocr.jp� ［神戸市］

  8:00 谷五郎の笑って暮らそう� NEW

谷�五郎・田名部真理　 tani@jocr.jp

  9:30 JA共済プレゼンツ� NEW
近藤夏子のサンキューサンデー
39@jocr.jp�［兵庫県内JA/JA共済連兵庫］

10:00 

田辺眞人・久保直子・天宮�遥
makoto@jocr.jp

 ［コープ自然派］

10:15 田辺眞人のラジオレクチャー
10:40 まっこと！きちょくれ大分 ［大分県・さんふらわあ］
11:05 天宮遥のピアノ演奏 ［早駒運輸］

12:00 

中野みき
mama@jocr.jp

12:34 毎度おおきに!日清食品です!!
 ［日清食品］　　　　　　

13:00 

木村三恵
kids@jocr.jp

13:13 キッズのヒトコト ［JAバンク兵庫］  
13:20 王様名作劇場 
13:31 王様キッズニュース ［グローリー］
14:50 王様ハピハピバースデー ［西松屋チェーン］
15:00 ３時のおやつ

16:00 大爆笑!ラジ関寄席
小川恵理子
yose@jocr.jp

17:30 NMB48りかとダレカのガールズ☆ト〜ク
岸野里香（NMB48）
nmb@jocr.jp17:40 濱田のり子 ハートのおもてなし

濱田のり子

17:55 ニュース・天気
17:50 ラジオ関西情報

17:55 ニュース・天気
18:00 長野祐也の政界キーパーソンに聞く

長野祐也
 ［各社］

18:30 元気スイッチ

18:45 お願いラジオ　 onegai@jocr.jp� ［各社］

19:00 大阪よし子の　今夜どっち系？
大阪よし子（ロボット）・平田セイジ
yoshiko@jocr.jp ［各社］

19:30 阪井楊子の雨に濡れても
阪井楊子
rain@jocr.jp

20:00 オトナのJAZZ TIME
島崎保彦・阿里耶

 ［マルタイ/コスミオン/K&Kプレス］

21:00 あるがままに…

 ［公詢社］

21:30 坂井一郎の「かなんな」� NEW
坂井一郎
 ［オフィスサカイ］

22:00 ジャニーズアーティストとことん追っかけラジオ
　　

松本美香
jam@jocr.jp

22:30〜22:50 
　　　ジャニーズWESTもぎたて関ジュース ［集英社］

west@jocr.jp

23:30 いまいち萌えないラジオ
ラヂモエ・ケーちゃん・ラヂモエ隊
imamoe@jocr.jp

00:00 ロンハールーム
石川英郎・諏訪部順一
ero@anitama.com

  2:00 英二&修二&良の “こころのふれあい演歌旅”
黒川英二・川崎修二・水木�良
enka@jocr.jp� ［オフィス46］

  4:00 カントリーミュージックトラベル
阿部和則

11:45 森脇健児の遊・わ〜く・ウィークリー ［連帯ユニオン・ユニオン共済］
12:10 さんちかときめきタイム ［さんちか名店会］
12:30 情熱ラジオ ［各社］

  6:00 

三上公也
月・火�木谷美帆　月�西條遊児　火�山崎整
水・木�池田奈月　水�滝川好夫　木�田辺眞人
asa@jocr.jp

東京競馬場・中山競馬場などの
メインレースも随時実況中継!!
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TIME TABLE

Information mon
-fri

6：05 �
7：00 �
7：03 　 ��
7：05 　　 ［金　コベルコ教習所］�
7：25 　　 �［JA共済連兵庫］
7：45 　　 �
8：00 �
8：36 　　 �［火・水　西播環境整備］�
9：26 　　 �［金　西播環境整備］
9：54 �［水〜金　ヤマトヤシキ］

10：35 　　 �［富士広告社各社］
11：00 �
11：03 　 �［月　二階町商店街各社］
11：05 　　
12：00
12：07 　 �［月〜木　ヒラキ］�

［金　神戸新聞社］
13：35 　　 �［富士広告社各社］
14：00 �
14：52

14：55 　 ��［金　栗山米穀］
15：10 　　
16：35 　　 �
17：00 　　 �
17：25 　　 �［月・水・木・金　兵庫トヨタ自動車］
17：27 　

8：30 　　
9：30 　　 �［西播環境整備］
10：31 �
11：26 �
12：25
13：20 　
14：35 　
17：55

sat 10：30 　　
11：00
11：20 　　
11：55
13：15 　　
13：34 　
14：15 　　
15：22 　　 �［プライミクス］
15：24
17：55 　

sun

天気情報
交通情報

ニュース

【レース予定】
4/4� �（阪神）ラジオ関西賞仲春特別
� 　　　　コーラルステークス
� （中山）船橋ステークス
4/11� （阪神）阪神牝馬ステークス（GII）
� （中山）ニュージーランドトロフィー（GII）
4/18� （阪神）アンタレスステークス（GIII）
� （中山）中山グランドジャンプ（J・GI）
4/25� （京都）錦ステークス
� （東京）メトロポリタンステークス
� （福島）福島牝馬ステークス（GIII）
5/2� （京都）天王山ステークス
� （東京）青葉賞（GII）（ダービートライアル）
5/9� （京都）京都新聞杯（GII）
� （東京）プリンシパルステークス（ダービートライアル）
5/16� （京都）都大路ステークス
� （東京）京王杯スプリングカップ（GII）
5/23� （京都）平安ステークス（GIII）
� （東京）メイステークス
5/30� （京都）朱雀ステークス
� （東京）欅ステークス

  8:35 姫路市からのお知らせ ［姫路市］
  8:38 ようこそチャーム・老人ホーム探訪（最終月） ［チャーム・ケア・コーポレーション］
  8:45 コープ・スコープ! ［コープこうべ］
  9:00 ゲスト特集
  9:30 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
  9:37 姫路市からのお知らせ ［姫路市］
  9:38 こうべしんきん三上公也の企業訪問（火） ［神戸信用金庫］
  9:40 おもしろ但馬木曜日（第2・4木） ［但馬ふるさとづくり協会］
  9:41 春らんまん健康通信（水） ［漢方薬局春爛満］

  6:24 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
  6:35 頭にいいラジオ（月〜木） ［兵庫県予防医学協会］
  6:45 歌のない歌謡曲 ［パナソニック］
  7:07 兵庫県からのお知らせ ［兵庫県］
  7:14  遊児のレトロ歌謡曲（月） /美帆の大発見！（火）/おもしろ明石楽（第4火） / 

奈月の大発見！（水） /ある日記帳（木）
  7:29 スポーツニュース ［ワークショップオオツキ］
  7:41 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
  8:09 コメンテーター特集（月〜木）/こちら知事室井戸敏三です（第２火）

桂�春蝶・塩田えみ
be@jocr.jp

Mon Tue

羽川英樹・大森くみこ
hagawa@jocr.jp

Wed Thu Fri

谷�五郎・山中直子
goro@jocr.jp

13:00 

原田伸郎・さわともか　 nobi@jocr.jp

ばんばひろふみ・増井孝子・露の吉次
banban@jocr.jp

12:35 加西の町からこんにちは（金） ［各社］
12:40 ヒラタ屋本舗！おもしろトラベル！！（金） ［各社］

アニメ・声優・ゲーム・特撮・
総合エンターテインメント

10:50 ジャパネットたかたラジオショッピング ［ジャパネットたかた］
11:35 今でしょ！再生可能エネルギー ［西播商事］
13:37 しそう楽しそう情報局（第２週） ［宍粟市］
14:18 健康ウォッチング（最終週） ［兵庫県病院薬剤師会］
14:35 ハートフルフィーリング

10:39 落語コーナー五郎への道
10:50 ジャパネットたかたラジオショッピング ［ジャパネットたかた］
13:30 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
13:37 ワイン大楽（第1週）/神戸ウーマン編集部（第３週） 
　　　お師匠さんより司法書士さん（第４週）

10:39 これなんぼ？！
10:50 ジャパネットたかたラジオショッピング ［ジャパネットたかた］
13:30 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
13:37 はーさんの行ってきました！
14:16 二人で活弁

13:44 のびのびコミュニケーション ［ＥＣＣ］
14:16 のびのびクリニック☆お次の方どうぞ〜
14:30 はぁ〜とふるふぁんどリクエスト［兵庫県遊技業協同組合］
15:00 ＵＣＣのびのびコーヒーブレイク［ＵＣＣ上島珈琲］
15:13 こちら、のびのび広報室

  8:32 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
  8:37 谷五郎の西播磨暮らし［兵庫県西播磨県民局］
  9:34 まるはり誌面紹介 ［まるはり］

19:30 お宝レコードリクエスト
20:00 感謝感激ラジメニアン ［吉兵衛］
20:30 もえそんピックアップ ［ランティス］
21:00 メルたまリクエスト ［神戸電子専門学校］
21:25 かおりんのめっちゃ聴きたいねん

10:39 chappeの花贈り ［花キューピット兵庫支部］
10:50 ジャパネットたかたラジオショッピング ［ジャパネットたかた］
13:00 週刊春蝶
13:37 えみのミント神戸グルメガイド ［神戸新聞会館］
14:35 春蝶の泣き歌 ［サントリービバレッジサービス］

22:00 

  1:00 

4月〜5月2015年

解説	須藤豊・柴田勲・関本四十四・鹿取義隆・篠塚和典
　　吉村禎章・水野雄仁・西山秀二・ギャオス内藤　
gn@jocr.jp

［今村化学工業白蟻研究所�/�王蔵西日本�/�キコーナ�/�キリンビバレッジ�/�神戸新聞総合印刷�/�サミー�/�ナブコドア］（５０音順）

火 水 木 金
4/1 ジャズライブコレクション 4/2 名曲ラジオ三浦紘朗です 4/3 巨人-阪神

4/7 木村三恵のアイドル♥パラダイス 4/8 ジャズライブコレクション 4/9 名曲ラジオ三浦紘朗です 4/10 巨人-東京ヤクルト

4/14 木村三恵のアイドル♥パラダイス 4/15 ジャズライブin�ソネ 4/16 名曲ラジオ三浦紘朗です 4/17 まるスポ！Friday

4/21 巨人-広島 4/22 巨人-広島 4/23 角座演芸アワー〜道頓堀から生放送！〜 4/24 まるスポ！Friday

4/28 巨人-中日 4/29 巨人-中日 4/30 巨人-中日 5/1 まるスポ！Friday

5/5 木村三恵のアイドル♥パラダイス 5/6 ジャズライブコレクション 5/7 名曲ラジオ三浦紘朗です 5/8 まるスポ！Friday

5/12 巨人-広島 5/13 巨人-広島 5/14 巨人-広島 5/15 巨人-東京ヤクルト

5/19 木村三恵のアイドル♥パラダイス 5/20 ジャズライブ�in�ソネ 5/21 角座演芸アワー〜道頓堀から生放送！〜 5/22 まるスポ！Friday

5/26 巨人-西武 5/27 巨人-西武 5/28 巨人-西武 5/29 まるスポ！Friday

17:55 

23:30 神戸前向女学院。
井上麻里奈・伊藤かな恵
maejo@anitama.com［マリン・エンタテインメント］

18:00 亀渕昭信のお宝POPS
亀渕昭信

  3:00 シネマキネマ
eiga@jocr.jp

� ［シネコミ倶楽部］

  3:30 サイケトリップストリート
マグナム石井
psy@jocr.jp� ［ゼティマ］

  4:00 流行歌を訪ねて

  4:30 うたのホットライン

  1:30 チョコ・キャル恋愛Voyageリターンズ
チョコ・キャル
� ［J&Kグループ/R&S企画/スタジオミニ］

  3:00 ハーバーヤングジョッキー

  1:00 おとなののこり汁
冨依尚起・仲間たち
jiru@jocr.jp� ［各社］

  5:25 名曲モーニング
 ［各社］

撮影：高橋依里写真提供：文藝春秋

NEW


