
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
  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］

  6:00 健康とっておき！
 ［各社］

  6:00 河上幸恵のモーニングコール
yukie@jocr.jp ［トムコ］

  6:00 サトケンの買って！？ちょ〜だい！
 ［トライステージ］

  5:45 ハッピーのアンテナ

15:30 つながる神戸から（第２・４火） ［日本臓器製薬］
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 わがまちひょうご ［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） ［各社］
　　　神戸新聞　ラジオ夕刊（火） 
　　　但馬ピックアップニュース（水）
　　　淡路ピックアップニュース（木） ［ホテルニューアワジ］

17:13 ミュージックダイアリー ［兵庫創価学会］
17:35 ストークスなび〜すとなび〜（第2・4水） ［日産プリンス兵庫］

21:30 ピッカルの「今夜もヤーマン」 
レゲエDJ King Jam ピッカル
 ［SPハウジング］

21:30 土岐隼一のラジオ・喫茶トキノワ
土岐隼一

00:00 小野坂・秦の8年つづくラジオ
8年・魚卵（ゴラン）

8nen@anitama.com

21:30 モリユリのこころのメロディ
森 祐理

yuri@jocr.jp ［各社］

15:00 

古田彰満・木谷美帆
冨田伸明・藤本尚道・秋山謙一郎・木村 幹・ 
里見英子

news@jocr.jp

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

林 真一郎　月・火 津田明日香　水・木 木谷美帆 / 荒木ゆい（AIアナウンサー）
亀崎直樹・佐竹隆幸・安富 信・高橋守雄・矢野宏・竹内明久・石田裕之・山本慎太郎・景山佳代子・
永井純一・阿部真大・永田夏来・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/アート引越センター/ウェルネス研究所］

19:30 板東・板東・晴れ・板東！
板東英二・美鈴 唯　 ban@jocr.jp

［国際通信社グループ］

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［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・成田ヨウスケ
 ［ミュージックJステーション］

10:00 

  4:30 上柳昌彦　あさぼらけ
上柳昌彦

  3:00 

21:45 ハートフル正村の優しさと愛があふれる結婚相談所
 ［ハートフルマリアージュ］

21:30 岸本敬之の懐かしのメロディ［日本マーキュリー］

21:00 シネマクエストラジオ
ケーちゃん・映画好きの皆さん

cinema@jocr.jp ［リベラ/兵庫ベンダ工業］

  8:30 078RADIO
ケーちゃん

078@jocr.jp

22:00 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

23:00 就活応援番組　

ネイビーズアフロ・津田明日香
navy@jocr.jp ［兵庫県］

  6:00 1万年堂出版の時間
 ［1万年堂出版］

  7:07 兵庫県からのお知らせ ［兵庫県］
  7:41 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
  8:26 防災マッカセナサイ! ［プロセブン］
  8:35  姫路市からのお知らせ ［姫路市］
  8:37 まごころ歳時記 ［辯天宗］
  8:45 コープ・スコープ! ［コープこうべ］
  9:37  姫路市からのお知らせ ［姫路市］

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・
　　 三宅秀一郎
解説：坂口元一・森田真司・妹尾和也
　　 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・涼宮菜月　 susume@jocr.jp

17:00 歌声は風にのって　
土 木谷美帆　日 クマガイタツロウ　 utakaze@jocr.jp ［神姫バスグループ］

17:30 Cruising Cafe cc@jocr.jp ［早駒運輸］

20:00 

岩崎和夫・南かおり
radi@jocr.jp

23:30 桑原由気と本渡楓のパリパリパーリィ☆
桑原由気・本渡楓

parry@anitama.com

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
林原めぐみ
 ［キングレコード］

00:00 大地・みなみのカレーチャーハン
大地 葉・篠田みなみ

c-c@anitama.com

00:30 田中ちえ美・近藤玲奈のきょめらじ♫
田中ちえ美・近藤玲奈

kyome@anitama.com

  2:30 響木アオを応援するラジオ
　　　supported by BIG UP!

響木アオ hibikiao@anitama.com

  2:00 BELOVED MEMORIES 
田丸篤志・内田雄馬

  5:00 カントリーミュージックトラベル
阿部和則

  5:50 週刊なるほど！ニッポン 
  6:00 里親さがし
  6:05 心のともしび ［カトリック教会］
  6:10 名曲　街のうた
  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 健やかインフォメーション 

  7:00 旭堂南鷹の今昔 “なにわ物語”
 ［五代友厚プロジェクト/サンシード/オフィスYUN］

  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］

  7:15 おしえて！梅田先生のなっとくラジオ

  8:20 清野佳代子のあさピカ ［各社］
  8:25 山崎整の西播磨の山城[再]

  8:00 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］

  7:00 ひょうごラジオカレッジ

 ［兵庫県生きがい創造協会］
  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］

  6:30 ラジネットひょうご
 
  6:45 いなみ野シニアの元気ニュース

  6:15 サトケンの買って！？ちょ〜だい！
 ［トライステージ］

  9:00 サンデー神戸
クマガイタツロウ

sunday@jocr.jp
 ［神戸市］

  8:00 

13:00 

爆笑問題

17:40 まいどあり〜。
竹内都子・ねづっち ［各社］

17:55 マンスリーAミュージック　春名優輝

18:55 メディアバルーンちょこっとおしゃべり

20:30 もえそんピックアップ
 ［ランティス］

16:55 ニュース・天気 16:55 交通情報・ニュース

12:55 交通情報・ニュース

15:55 ニュース・天気

18:30 元気スイッチ ［各社］

18:45 リーダーの条件 ［各社］

19:00 今井宏美の “テイク・ア・ブレイク” 
 ［エモーション／オフィスYUN］

19:15 嶺陽子の歌の散歩道
嶺陽子 ［加島］

17:30 　

横山だいすけ 

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

 ［マルタイ/コスミオン/K&Kプレス/千明社/ユニケミ−］

21:00 The Rootsの目指せ！カラオケ日本一！
The Roots
 ［横井産業/Y s̓音楽事務所］

21:30 大原かずみの「明日花」
大原かずみ
 ［シンジョー・プロ］

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 ［もじパラ］

22:30〜22:59 
　ジャニーズWESTもぎたて関ジュース

west@jocr.jp ［集英社］
23:30〜23:59 
　関西ジャニーズJr.とれたて関ジュース

なにわ男子 西畑大吾
kjr@jocr.jp ［集英社/もじパラ］

  1:00 ロンハールーム
石川英郎・諏訪部順一

ero@anitama.com

  3:30 放送休止

  7:00 

三上公也
asa@jocr.jp
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月 伊集院光 火 爆笑問題 金 バナナマン水 山里亮太

月 伊藤健太郎 火 Creepy Nuts 水 佐久間宣行 木 King Gnu 井口理

木 おぎやはぎ

月〜木 林 真一郎 月・火 津田明日香 水・木 木谷美帆 荒木ゆい

TIME TABLE

Information mon
-fri

7：20
7：25 　 　  ［JA共済連兵庫］
7：46 　 　  ［ホンダクリオ明舞］
8：00

　 ［和田興産］ 
8：05 　 　 ［兵庫県自動車整備振興会］ 
8：36 　 　  ［火・水　西播環境整備］ 
9：05 　 　
9：35 　 　  ［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］［金  栗山米穀］
11：05 　 　
12：00
12：07 　  ［月〜木　ヒラキ］ ［金　神戸新聞社］
13：30
13：35 　 　  ［富士広告社各社］

14：00
14：05 　 　 ［木・金　日産プリンス兵庫］  
16：35 　 　
17：00 　 　  
17：25 　 　  ［月・水・木・金　兵庫トヨタ自動車］ 

8：30 　 　 ［ホンダクリオ明舞］
9：30 　 　  ［西播環境整備］
9：56  

10：31  
11：26  
12：25
13：50
14：35 　
16：55

sat 10：10
10：15 　 　 ［ホンダクリオ明舞］
11：00
12：00
12：55 　 　
15：55
16：55 　 　

sun

天気情報
交通情報

ニュース

【6月・7月レース予定】
6/1  （阪神）鳴尾記念（GⅢ）
 （東京）スレイプニルステークス
6/8 （阪神）天保山ステークス
 （東京）多摩川ステークス
6/15 （阪神）水無月ステークス
 （東京）ジューンステークス
6/22 （阪神）垂水ステークス
 （東京）アハルテケステークス
6/29 （中京）白川郷ステークス
 （福島）テレビユー福島賞
7/6 （中京）豊明ステークス
 （福島）阿武隈ステークス
7/13 （中京）マレーシアカップ
 （福島）やまびこステークス
7/20 （中京）桶狭間ステークス
 （福島）安達太良ステークス
7/27 （小倉）薩摩ステークス
 （新潟）佐渡ステークス

寺谷一紀・吉川亜樹　 maido@jocr.jp

10:00 

田辺眞人・久保直子
makoto@jocr.jp

アニメ・声優・ゲーム・特撮・
総合エンターテインメント

  8:32 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］

21:00 KOBEハーバーカーニバル！
Rinana・ウエツキめりぃ・あちこ
 ［三田屋本店/前田ファミリーホーム］

22:00 　

からし蓮根
karashi@jocr.jp

  1:00 
 ［神戸新聞社/中外製薬］

21:30 怪談ラヂオ〜怖い水曜日
木原浩勝・ひづきようこ・松山勘十郎

kaidan@jocr.jp

  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

  2:30 真夜中劇場
　　　松原タニシの生きる［第1週］
　　　日曜チョップリン［第2週］
　　　播州一のラジチューバー［第3週］
　　　角座ミュージックエッグ［第4週］
　　　※第5週は特別番組を放送

  5:15 名曲 街のうた

  6:00 サトケンの買って！？ちょ〜だい！
 ［トライステージ］

  5:30 亀渕昭信のお宝POPS   5:30 水森英夫のチップイン歌謡曲   5:30 レコード・アーカイブス 

  6:10 　　　

天宮遥　 piano@jocr.jp

 ［淡路ワールドパーク ONOKORO/早駒運輸］

金 霜降り明星

16:00 歌声は風にのって
月・火 津田明日香　水・木・金 木谷美帆　 utakaze@jocr.jp ［神姫バスグループ］

15:00 神戸新開地・喜楽館

内海英華
eika@jocr.jp

16:00 

春名優輝

17:55 ラジオ関西情報

  7:00 

  9:30 JA共済presents
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］

  2:00 真夜中の音じゃらし
Risa・結城 秀・永吉美香子・鈴P
 ［SOUND D.C Label Presents］

21:00 ワタナベフラワームサのアニソン部屋
ムサ（ワタナベフラワー）

musa@jocr.jp ［美味もぐ］

  6:15 　　　　　　　　　　　　　[リバイバル]　三浦紘朗

  7:07 兵庫県からのお知らせ ［兵庫県］
  7:28 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］
  8:07   こちら知事室 井戸敏三です（第2火）
  8:35  姫路市からのお知らせ ［姫路市］
  8:45 コープ・スコープ! ［コープこうべ］
  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］
    H.I.S.三上の推し旅！（木） ［H.I.S］

  6:45 歌のない歌謡曲　月・火・水 上原伊代 　木・金 津田明日香 ［パナソニック］

10:40 まっこと！きちょくれ大分 ［大分県・さんふらわあ］
11:09 ホールズ＆ギャラリーズ［ハーフセンチュリーモア］
11:22 まっこと人物事典

 ［コープ自然派］

18:00 
宮川陽香・林哲也　 vissel@jocr.jp 
 ［和田興産/神戸トヨペット］

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］

21:00 介護ってなぁーんだ 
 ［社会福祉法人 報恩会］

21:15 ひづきようこの今宵の宴
ひづきようこ・Sugars

6月〜7月2019年

  5:30 松村邦洋のＯＨ－！邦自慢   5:30 ひょうごラジオカレッジ[再]
 ［兵庫県生きがい創造協会］

  6:00 録音風物誌 ［倫理研究所］

桂春蝶・ケーちゃん　 musubi@jocr.jp

17:42 西松屋presents
　　　美帆の子育てそれいいね！ ［西松屋チェーン］

17:55 のどかけんの「我ら歌仲間」　のどかけん
17:59 

gn@jocr.jp
［今村化学工業白蟻研究所 / 王蔵西日本 / キコーナ / 神戸新聞総合印刷 / JA共済 / チューガイ / ナブコドア］ 
（５０音順）

■ 6 月
6/  7（金） 巨人−ロッテ
6/14（金） 日本ハム−巨人

6/18（火） 巨人−オリックス 6/19（水） 巨人−オリックス 6/20（木） 巨人−オリックス 6/21（金） 巨人−ソフトバンク
■ 7 月
7/  2（火） 巨人−中日 7/  3（水） 巨人−中日 7/  4（木） 巨人−中日 7/  5（金） 巨人−DeNA
7/  9（火） 阪神−巨人

7/26（金） 巨人−阪神
7/30（火） 巨人−広島 7/31（水） 巨人−広島
※ナイター中継のない日

広瀬未来・高橋知道・たなかりか
jazz@jocr.jp ［神戸新聞社］

※ナイター中継のない日

三浦紘朗
yougaku@jocr.jp

※ナイター中継のない日

木村三恵
idol@jocr.jp

※ナイター中継のない日

田中まこ
analog@jocr.jp

18:30 カンピオーネ！レオネッサ！！
近藤岳登・寸田桜・寺田光［山本化学工業・TOA］

21:20 友紀希望” 歌の旅 “  北川紀恵・原田

12:30 さんちかサテスタサンデー

18:00 松原健之 歌をあなたに
松原健之

take@stv.jp

18:00 　　　
田代さや佳・タケモトコウジ

 ［Waterfront］

19:00 NMB48しんしんとダレカのガールズ☆ト〜ク
新澤菜央（NMB48） nmb@jocr.jp 

19:20 ドレドレ♡Lovelys
Lovelys　 lovelys@jocr.jp

19:40 北原ゆかの” Landing radio”
北原ゆか ［兵庫県赤十字血液センター］

00:30 ダイヤマンのめだってなんぼのもんやん！
ダイヤマン蔵立・津木弁護士・菊之井税理士

  1:00 ラブ・Voyage

 ［元町1番街商店街振興組合］

00:00 中村佑介の一期一絵
中村佑介
 ［大阪芸術大学グループ］

18:50 マンスリーAミュージック　春名優輝

21:00 山口かおる・石川敏男のオトナの世界
山口かおる・石川敏男
 ［ホンダクリオ明舞］

  1:30 　
正村真二・後藤真由美・大根雄馬・門松良祐・
Rinana・ありさ22

谷 五郎・田名部真理　 tani@jocr.jp

playlist@jocr.jp 月 塩田えみ 火 田名部真理 水 増井孝子 木 大森くみこ 金 久米村直子

ばんばひろふみ・増井孝子・露の吉次  banban@jocr.jp

10:37 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］
10:42 露の吉次 Presents！「五郎への道！」
10:50 ばんばんの法則
11:09 知性の玉手箱
11:30 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
11:37 魅力満載！海峡通信 ［日新信用金庫］
11:44 おたかのシネマDEトーク
12:09 ばんばんの歯医者さんに聞いてみました ［永井歯科］
12:16 ばんばん侍
12:35 クイズ “単勝で候”

10:37 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］
11:09 ダイヤル119
11:11 パトロールニュース
11:30 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
12:35 クマちゃんの週刊まなびー ［神戸新聞社］
12:45 家族川柳 ［イングランドの丘］

10:31 create the future 再生可能エネルギー ［西播商事］
10:37 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］
11:09 山崎整の西播磨の山城
11:14 谷五郎のぐるっと西播磨 ［兵庫県西播磨県民局］
11:27 プラスぬくもりカフェ ［兵庫県障害者支援課］
11:30 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
11:37 ブルーグラスなう（第4週） ［ヒヤリングアート］
12:16 ひょうご「町」歩き（第3週） ［兵庫県町村会］
12:35 ハートフルフィーリング

10:10 ベスト オブ ハッスル ［サントリービバレッジサービス］
10:29 ハッスル！健康相談室 教えて！吉田先生 ［吉田病院］
10:37 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］
10:45 岡山県北 ハッスル情報 ［岡山県 美作県民局］
11:30 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
11:40 読んだつもり
12:10 二人で活弁
12:35 ひょうご道の駅めぐり
12:45 これなんぼ!?

羽川英樹・大森くみこ　 hagawa@jocr.jp

13:25 情熱ラジオ　中村ちあき　 jonetsu@jocr.jp ［各社］

原田伸郎・久米村直子　 nobi@jocr.jp

13:00 谷五郎のこんにちわ ふぁ〜みん［JA兵庫南］
13:20 加西の町からこんにちは ［各社］

10:24 はぁ〜とふるふぁんどリクエスト ［兵庫県遊技業協同組合］
10:37 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］
11:09 のびのび広報室
11:20 のびのびラグビー部
11:30 快適生活ラジオショッピング ［ライフサポート］
12:16 のぶりんのギターで歌おう！ ［淡路ワールドパーク ONOKORO］
12:37 食べごろナナファーム ［ナナファーム須磨］

クマガイタツロウ・塩田えみ　 kuma@jocr.jp

13:00 正木明の地球にいいこと
正木 明・荻野恵美子

masaki@jocr.jp ［ひょうご環境創造協会］

13:00 こんにちは ツキムラです。
月村太朗・清水綾音
 ［オーダースーツ専門店ツキムラ］

13:00 アンドロイドの兵庫五国連邦
アンドロイド・山崎整

hyogo@jocr.jp

13:00 ひでさんの健康ライフ
小林英健・宮田志乃
 ［近畿医療専門学校］

13:30 

14:09 自然派スタイル！「もり’s キッチン」（木） ［コープ自然派］14:17 マリのこれで決まり！ あかし市民広場情報（第4火） ［明石観光協会］

22:00 

月〜水 オテンキのり

木 ジャニーズＷＥＳＴ 桐山照史・中間淳太

月 菅井友香
（欅坂46）

火 加藤史帆
（日向坂46）

水 堀未央奈
（乃木坂46）

23:30 久間田琳加りんくま＊めがへるつ
24:00 Kinki Kids どんなもんヤ！

月 久間田琳加 火 白石 聖 水 大友花恋 木 Hey!Say!7月 Kinki Kids 火 小山慶一郎 水 Kis-My-Ft2

23:30 白石 聖のわたくしごとですが…
24:00 小山慶一郎 KちゃんNEWS

23:30 クラスメイトは大友花恋！
24:00 Kis-My-Ft2 キスマイRadio

23:30 Hey!Say!7 UltraJUMP
22:30 Sexy ZoneのQｒzone 月〜木 Sexy Zone


