地域とともに
地域のために
あなたのそばに

株式会社ＦＭとよみ

月曜日

火曜日

沖縄県豊見城市字豊見城439－1 1F
℡：098－850－5517 FAX：098－850－5512
ホームページ： http://www.fm-toyomi.com
E-Mail：832@fm-toyomi.com 放送時間：AM5:00～ＰＭ24:00

番組表

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

5:00 FMとよみ寄席

5:00 Break Time

6:00 Break Time ６：３０～６：３５ ラジオ体操

6:00 ６：３０～６：３５ ラジオ体操

7:00 Viva!!とよみパラダイス!! ８時台・９時台は、豊見城市役所サテライトスタジオから放送

7:00 FMとよみ寄席

安慶名雅明＆平田千春

ナビ：安慶名雅明

月～金曜日 7：25 朝を活かす企業が勝つ！

7:55 とみぐすくインフォメーション

8:00 月～金曜日 7：30～ 8：30～ 9：30～ 告別式のお知らせ

8:00 えーりーのアサバン島唄ラジオ

月～金曜日 7：40～ 8：40～ 9：40～ とみぐすくインフォメーション
瀬長絵梨子

月～金曜日 9：45 そなうれインフォメーション

8:55 とみぐすくインフォメーション

8：10 先生教えて！お天気相談

金曜8：15

SpringHeart Presents うちな～散歩

金曜9：05

マルキン釣り情報

10:00 Break Time

9:00 Break Time

ママ色子色 [再]
こなつ＆國吉なつみ

ママ色子色

まるっとな

デコールデザインのかどまるラジオ

こなつ＆國吉なつみ

松田ゆう子

瑞慶山成人 南風亜矢子

絵本と童謡

10:00

はなずみの笑う門には民謡がある[再]
女性民謡グループ「はなずみ」

10：30～ Break Time
11:00 FECやいびんどー！
火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

わたぬき かな＆しろま ゆうた

ハンサム

ゴリラコーポレーション

すぱるたいんづ

パーラナイサーラナイ

12:00 島唄時間 火曜日～木曜日は、豊見城市役所サテライトスタジオから放送
ふるさと八重山の唄

えーりーのアサバン島唄ラジオ～只今修行中～

ゆがふー幸人の民謡でーびる

はなずみの笑う門には民謡（うた）がある

島袋清助・又吉美恵子

石垣文男

瀬長絵梨子

赤嶺幸人

女性民謡グループ「はなずみ」

火曜日 民謡ざんまい 花ざかり
季音

玉城ちはる・国吉翔子・山里理沙
13：15 桜山荘ゆんたく部屋

14:00 Break Time

スイートくくるでおもてなし

アニー 森門鮎美 森あゆみ 良子

中安智子

Break Time

沖縄アウトレットモールあしびなー
サテライトスタジオより生放送

ふるさと八重山の唄 [再]
石垣文男

13:00 Music Meets The World

仲村咲・与那嶺めぐみ

ひよこの旅

仲村咲・与那嶺めぐみ

平田千春

12:00

かなさ島唄

大城 建大郎

玉城ちはる・国吉翔子・山里理沙
11:00 Viva!!あしびばパラダイス!!

月曜日

13:00 沖縄音楽村

民謡ざんまい 花ざかり [再]

～只今修行中～ [再] 季音

月～金曜日 7：50～ 防災ラジオ832

9:00 水曜日

日曜日

M.Matsukawa

真境名照子

14:00 ラ・まじゅん

大嶺本子

ラ・まじゅん [再]

Break Time

真境名照子

月・水・金14：55 桜山荘からのお知らせ
15:00 にっぽんをささえた昭和の歌

15:00 Break Time

われら只今青春中 [再]

～お昼の昭和ラジオ～ ナビゲーター：安慶名雅明

隊長 係長

16:00 あなたにJAZZ
平田千春

ｽﾏｲﾙﾃｨｰﾀｲﾑ

あなたにJAZZ

Ｓａｙｕ ヤースー レン 忍

平田千春

17:00 ウミカジテラス夕やけシャンシャン（月曜日～木曜日） ウミカジサンセットチル（金曜日） 瀬長島ウミカジテラススタジオから放送
月曜・水曜：瀬長絵梨子 火曜：照喜納竹美 木曜：なかともみ

16:00 オタクは毎日ざんねん会

17:00 Twilight Music Jam

金曜：Sayo＆松田礼那

明音

18:00 NOISY×NOISY 【再】
上原しゅうへい

ゆーじろー・ひーでー
20:00 ハイ!ハイ!!ハイ!!!

文化部だったぼくら

Break Time

マルキヨビルのとよみビル

やまのべ

マルキヨビル
NOISY×NOISY

ぴりんぱらんJAPAN

豊見城市商工会青年部員

オオヤタカノリ

しゅうへい・かずゆき・ゆうき

Kaori

21:00 OKINAWA-RUNCHER

みみかじ

われら只今青春中

あなたとタイムトラベル

お笑い第九倉庫

上原幸治・神里睦

仲本兼進

隊長 主任

ちーちゃん

上原圭汰 浜崎啓吾 ひがっす

22:00 昭和ラジオ 懐かしい音楽をお楽しみ下さい。
0:00

Rock This Way [再]

つーかー & まな

ジサクジエン ラジオ

ユキノリ

Twilight Music Jam [再]
Satomi

19:00 Rock This Way

豊見城市商工会青年部のゆんたく通信

サッピー

朗読へのいざない

Satomi

18:00 月曜日～金曜日 17:55-18:00 そなうれインフォメーション

19:00 Music Library

Break Time

りょーた

つーかー & まな

20:00 Break Time

あなたとタイムトラベル [再]
ちーちゃん

21:00 It's only YAZAWA
矢沢明 比嘉健

ちえのMusic a GO!GO!
福島千枝

22:00 昭和ラジオ 懐かしい音楽をお楽しみ下さい。
放送終了

0:00

放送終了

沖縄いのちの電話：ぬちどぅ宝
沖縄いのちの電話運営委員会

