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2023年 １月～
番組は予告なく変更する場合があります

(注1) 世田谷通信 区長の談話室は第1・2日曜日に放送します

“834”music
yasashi

1/48

えーろう/たなかかなた
　　  詩季/令あずさ

カラフルパレット 
CIMS Sunday

マンスリーリコメンデーション

渡辺真知子

渡辺真知子
　　 現在･過去･未来

カノン

 Sound of Oasis
～GOOD PERSON～

金子一也　川越塔子

PRESIDENT STATION

マンスリーリコメンデーション

区議会録音放送
　　　　    　<世田谷区>
　19:00‐21:00　予定
  ２月 / ６月/ ９月/11月

natsukashino 
　   pops stream

<世田谷区>

防災・防犯
インフォメーション

16:55

山川智也

JP TOP20
マンスリーリコメンデーション

井上昌己のprecious moment

岡野美和子アコガレステーション

マンスリーリコメンデーション

目黒公郎　黒瀬智恵

みんなのサンデー防災

マンスリーリコメンデーション

ナツ・サマー

THE CITY POP

川久保秀一  横田香峰

ロコラバ-LoCo Lovers-

<世田谷区>
(注1)区長の談話室

世田谷通信

SUNDAY  MUSIC

青柳由美子

夢 S u n R a d i o
マンスリーリコメンデーション

冴木杏奈

杏奈カフェ♪♪

　<マイカ・ミュージック・ラボラトリー>

マイカの楽しい仲間たち

マンスリーリコメンデーション

マンスリーリコメンデーション
7:55～

浜菜みやこ
おはようサンデー

マンスリーリコメンデーション

“834”music

　<日本児童養護施設財団>
ON AIR!もっちーラジオ

with はなわ

ロバート・ハリス　弓月ひろみ

RADIO BOHEMIA

堀江淳の
ファインミュージックアワー

　<シンクバンク>

清水英哉のおもしろ交遊録

河口恭吾 ＵＭＵ

河口恭吾ブートラジオ

　<アイエス・フィールド>

琴姫チャンネル

池田めぐみ
Radio Leader’s

石田充孝 BEST TIME BEST LIFE

たーなー先生の夢カナRADIO

<世田谷区>

防災・防犯
  インフォメーション

16:55

SATURDAY
      SUPER LEGEND

マンスリーリコメンデーション

13:55，14:55～

岡野美和子

あの頃青春
　グラフィティ

<世田谷サービス公社>河西美紀

きっず×キッズ×ｋｉｄｓ
　　　～せたがやドリームキャンバス～　

12:15～
<世田谷区>

世田谷通信 世田谷情報セレクト
11:30～

羽田沙織
第５週

高梨由美
第４週

小野寺真理子
第３週

藤咲あかね
第2週

石榑亜紀子
第１週

Samedi petit ciel
サムディ  プティ  シエル

普天間かおりのぬちぐすいやっさー(再）

週刊 福田和禾子
<RESCHO>

玉城ちはる  心の参観日

HIT HIT HIT

<ヴィアックス>

モーニングライブラリー
　　    ～図書館で会いましょう～

本間千代子
ひのきしんじ

おはようサタデー

番組審議会からのお知らせ

“834”music

橘しんご
Night ★ Fever

SHINGO’S RADIO SHOW

HIT HIT HIT

週刊 福田和禾子 (再）

CIMS Friday

坂井賢太郎の昭和バンザイ  (再)  

サザンおふかいラジオ

<株式会社リバイバルドラッグ> 
<有限会社カバヤ> 

小林奈々絵
アシスタント

長江健次長江健次

金パラ～長江健次の

DARADAラジオ

<世田谷区>
山下しづ香　岡本祥子

せたがや
    スクール・クルーズ

12:45-13:00

リメンバーミュージック

日向野まち子 / 新宮由理 / King&President 
erica / 村田神一 / MAKI&NAOMI

～世田谷から全国へ～
おしゃれ吹奏楽部

金/20:30-20:55

井戸端ラジオのすけ
　<株式会社トキオン>

ザ・コレクターズ
池袋交差点24時 ラジオ版

なべやかん  荻野真理

なべやかんの

ブヒブヒスパークタイム

松本はるの
おしゃべりマルシェ!

　<西部ピアノ>

坂井賢太郎の昭和バンザイ 

<世田谷サービス公社>
金 川 恵 理

地域と共に
             区民センターラジオ

12:45-13:00

ウルスポ
12:30-12:45

<世田谷文学館>
河 西 美 紀

ほんとわラジオ
11:00-11:30

こにわ

<アオバジャパン・
　　　　バイリンガルプリスクール>

～just the beginning～
Beat in the BOX （再）

<JUSTY><マイラーメン>
<高松建設>

ペレ草田の
　RADIO! RADIO! RADIO!

植本 純米

劇ナビ!!

  <三菱ふそうトラック・バス株式会社>
  <株式会社ティーエヌディ>

DJみやっくま。
～just the beginning～
Beat in the Box

12:00-13:00

上野旬也と松本はるの
               “マンマアーレ”

11:00-11:30

  <ディップ株式会社>

渋谷天笑とアンジーひよりの
サラリーマンナイトフィーバー

ママ夢ラジオ世田谷
11:00-11:15

嶋田宣明
Midnight Comoesta

リメンバーミュージック

TABARU

TABARU 
　　Love Emotion

田中直樹・沼井雅之

田中さんラジオ

小中村政一と関根陽平の
Professionalism ～勝利をともに！

<フェイスネットワーク>

細 田 阿 也
世田谷ドリームプロジェクト

12:30-13:00

岡野美和子 くりやまけーすけ
あのグラ深夜族～オトナの放課後24時～

<株式会社ティーエヌディ>

ACTION

HIT HIT HIT

坂口孝則と牧野直哉の
オールビジネスニッポン！

<東邦ホールディングス>

  普天間かおりの
　　ぬちぐすいやっさー

12:45-13:00

AIによる多言語放送
              「POST!! SETAGAYA 」

11:55-12:00

　<交通都市型まちづくり研究所>

STARTUPS SELECTION®FM

11:00-11:30

ゲストコーナー10:30
Bee Up Life10:25
金/ 川場健康村だより  <川場ふるさと公社>10:20

 Bee Up!Playlist10:00

マンスリーリコメンデーション9:55 ※第5水曜を除く
<世田谷区>水/ 認知症あんしんすこやかライフ9:10

  ニュース/天気/交通情報   9:00
月/ 消防情報8:53
What’s Up Setagaya8:35

世田谷通信　世田谷情報セレクト　<世田谷区>月 ~ 金 /  9:30

金/河西美紀木/藤咲あかね水/山口真奈火/中山夏希月/HARRY

Bee Up! Setagaya

マンスリーリコメンデーション

木/杉真理水/澤田知可子火/辛島美登里月/岸田敏志

15：52～　16：52～
ＡＩ やさしい日本語講座ゲストコーナー

交通情報15:26
16:00

マンスリーリコメンデーション
パーソナリティコーナー
ニュース/天気/交通情報13:05

13:30
14:25

★　　　１４：２０～　ＡＩ　防災情報　　　★

世田谷通信　世田谷情報セレクト　<世田谷区>月 ~ 金 / 14:00

木／杉真理＆山口真奈水／澤田知可子＆蒼山慶大火／辛島美登里＆西達彦月／岸田敏志＆光部愛

アフタヌーンパラダイス
15:00～16:55 全国ネット

生放送

スタジオキャロット生放送

生放送
生放送 生放送

生放送

スタジオキャロット生放送
生放送

生放送

生放送

\新番組/\新番組/

月 ～ 金  /  25:00 - 25:05

大西貴文のTHE NITE

月 ～ 金 / 20:55－21:00

交通情報（土曜）
11:05 / 12:05 8:30 /   9:05  / 10:10 

13:30 / 17:33

交通情報（金曜）
8:30 /   9:05  / 10:10 

13:10 / 15:25  / 17:33

交通情報（月曜～木曜）

<世田谷区>

17:00‐19:00　予定　2月 / 6月 / 9月 / 11月
区議会録音放送

18:00天気予報 /
17:33交通情報 /

<世田谷区>防災・防犯インフォメーション17:30

natsukashino pops stream

橘しんご（月～水）・川久保秀一（木・金）Morning Community


