
防災・防犯・安全 地域・市民・⾏政 音楽・趣味・講座
もしも、災害が起こったら…
コミュニティFMは、もしもの時の命綱
です。警察や消防、⾏政とタイアップして
安全情報をお届けいたします。
新型コロナウィルス感染防止に関する
情報もお知らせしています。

市民のための、地域の放送局。
草津市の暮らしやまちづくりに関する
情報、各種⾏事予定などを収集して、
お役立ち情報として発信します。
市民のみなさまからの情報もお待ちして
おります!

草津を愛して11年、地域の文化、人にスポットを当てます

地域情報を発信します

音楽配信も充実 屋外スピーカーとの連動

草津クレアホール、アミカホールや各種
団体と連携して文化・音楽、生涯学習に
関する番組を放送します。
地元ミュージシャンの音楽番組や各種
ラジオコンサートなどもお楽しみくだ
さい!

F M  K U S A T S U  T i m e  t a b l e  2 0 2 0

番　組　表
2020年4⽉〜



月 火 水 木 金

5 Morning Stream  （邦楽1990年代〜2000年代）
5：55〜　　Weekly Recommend

6 Morning community　【生放送】　  橘しんご（月〜水）　川久保秀一（木・金）　
7

8

Tax　Radio!
やさしい税のおはなし （1/2週）

※2週は再放送
草津署えふえむ交番

〜電波に乗ってパトロール〜 (3/4週)
※4週は再放送

おはよう! 785　 ※不定期

リメンバー・ミュージック  （邦楽1970年代）

8：55〜9：00　防災インフォメーション

9 モーニングロケッツ785 9：00〜11：00　　（朝の情報番組）　　【生放送】
各パーソナリティが独自の視点で身近な情報をお届けします!

☆草津市提供コーナー「いきいき草津」　(「広報くさつ」から行政のお知らせ、各種まちづくり情報など）、他

10

月曜パーソナリティ 火曜パーソナリティ 水曜パーソナリティ 木曜パーソナリティ 金曜パーソナリティ

①吉野まみ（1/3/5週)
②野村敏子 （2/4週)　

⑤山田智子（1/3/5週）
⑥南　さな（1/3/5週）
⑦宇野ひと美 （2/4週）

⑫菅野らら（1/3/5週）
⑪西澤愛子（2/4週）
㉙Asst. 城山かおり（2/4週）

⑯高橋さゆり（1/3/5週）
⑰金田まりこ（1/3週）
⑱カノチヒロ（5週）
⑲能政夕介（2/4週）
㉗Asst. 北村美和（2/4週）

㉓中嶌裕恵（1/5週）
㉔SARI （2/4週）
㉕杉本まみ(3週)

11 リメンバー・ミュージック  （洋楽1980年代）

あおばな散歩(MNE提供)
第1・3週　11：00 − 11：10 

ハイスクール草津　
（3週）　(再)　11：10 − 11：25

12
 くさつ☆コミュニ Tea Time

 （1/2週）　※2週は再放送
意外と知らない草津の歴史

（3/4週）  ※4週は再放送

HappyBOUSAi
協力：関西大学社会安全学部

※2/4週は再放送

 中谷仁彦のチョットいいトーク
 （1/2週）　※2週は再放送

スマートウェルネスくさつ
 （3/4週）   ※4週は再放送

 月刊 くさつアートセンター
（1/2週）  ※2週は再放送
俳句5・7・Go!の時間

（3/4週） ※4週は再放送

声の広報
 （1/2週）   ※2週は再放送

草津レポート
（3/4週）  ※4週は再放送

13
愛民の

Love melody　【生放送】
③愛民

佐合井マリ子の
Caddy Spoon　【生放送】

⑧佐合井マリ子

GINLALA
午後は大銀醸　【生放送】

 ⑬山崎ぎん、⑫菅野らら

Ryok♡ の
てくてく行こうかぁ...♪*゜

　【生放送】
⑳Ryoko

しがのうましんがーずプレゼンツ
二代目伊吹とし夫の

歌って応援滋賀!

14
Tax　Radio!

やさしい税のおはなし （1/2週）(再)
草津署えふえむ交番

〜電波に乗ってパトロール〜 (3/4週)(再)

リメンバー・ミュージック  （邦楽2000年代）

15 アフタヌーンパラダイス　【生放送】
岸田敏志 ／ 光部愛 渡辺真知子 ／ 坪達也 沢田知可子 ／ 蒼山慶大 杉真理 ／ 山口真奈 高山厳 ／ 夏目真紀子

16 ※ 15：55〜16：00　防災インフォメーション　　 ※ 16：55 − 17：00　防災インフォメーション

17 イブニングロケッツ785 17：00〜19：00　　（夕方の情報番組）　　【生放送】
各パーソナリティが独自の視点で身近な情報をお届けします!

☆草津市提供コーナー「いきいき草津」　(「広報くさつ」から行政のお知らせ、各種まちづくり情報など）、他

18

月曜パーソナリティ 火曜パーソナリティ 水曜パーソナリティ 木曜パーソナリティ 金曜パーソナリティ

④久保恵美
㉖Tamiy（1/3/5週） 
⑭Asst. 雲浦大輔 （1/3/5週）
⑩伊谷亜子 （2/4週）

⑭雲浦大輔（1/3/5週）
⑮村川圭一（2/4週）
③Asst. 愛民（1-5週)

㉑安井裕子（1/3/5週）
㉚Asst. 福澤良晃（1/3/5週）
㉒おおたもか（2/4週）

㉓中嶌裕恵（1/5週）
③愛民（2/4週）
㉛Asst. 髙山大輝（2/4週）
㉖Tamiy（3週）

19
Rineige Radio

(19：30まで)
※2/4週は再放送

Irohaの優奈って
喋れんのー?ラジオ!

(19：30まで)
※2/4週は再放送

Wakaba-Station 
わかば会提供 （1週）

ハイスクール草津　（3週) 
 光泉カトリック高等学校放送部
市民公益活動の時間（4週)

長岡花乃・小西羽華の
ハナウカ ちゃんねる（1/2週）

若者につながりっツ
立命館大学坂田ゼミ（3/4週）

しがのうましんがーずプレゼンツ
二代目伊吹とし夫の

歌って応援滋賀!　（再）

20
 くさつ☆コミュニ Tea Time 

 （1/2週）　(再)
意外と知らない草津の歴史

（3/4週）　(再)

HappyBOUSAi　(再)
協力：関西大学社会安全学部

中谷仁彦のチョットいいトーク
（1/2週）

スマートウェルネスくさつ
 （3/4週） 

 月刊 くさつアートセンター
 （1/2週）　 (再) 

俳句5・7・Go!の時間
（3/4週）　(再)

声の広報
 （1/2週）　(再)

草津レポート
（3/4週）　(再)

21
愛民の

Love melody　(再)
愛民

Jazz☆Time
Presented by えふえむ草津

GINLALA
午後は大銀醸　(再)

 山崎ぎん、菅野らら

Ryok♡ の
てくてく行こうかぁ...♪*゜(再)

Ryoko

Miwa&Ayaのアニ☆パラ（1/2週）
伊谷亜子のアニメのうた（3/4週）

22 THE NITE 大西貴文   【生放送】
※ 金曜コメンテーター　豊島典男（政治アナリスト） / 第1木曜コメンテーター　吉岡正晴 （音楽評論家）23

24

Tax　Radio!
やさしい税のおはなし （1/2週）(再)

草津署えふえむ交番
〜電波に乗ってパトロール〜 (3/4週)(再)

ビリー諸川の
ELVIS LIVES

ビリー諸川

Wakaba-Station （1週）
わかば会提供（再）

ハイスクール草津　（3週)
 光泉カトリック高等学校放送部（再）
市民公益活動の時間（4週)　（再）

長岡花乃・小西羽華の
ハナウカ ちゃんねる（1/2週）

若者につながりっツ
立命館大学坂田ゼミ（3/4週）

Shingoʼ s Radio Show
 Night Fever   【生放送】

橘しんご

25
 くさつ☆コミュニ Tea Time 

 （1/2週）　(再)
意外と知らない草津の歴史

（3/4週）　(再)

Happy BOUSAi　(再)
協力：関西大学社会安全学部

中谷仁彦のチョットいいトーク
（1/2週） (再)

スマートウェルネスくさつ
 （3/4週）  (再) 

月刊 くさつアートセンター
 （1/2週） (再) 

俳句5・7・Go!の時間
（3/4週）　(再)

声の広報
 （1/2週）　(再)

草津レポート
（3/4週）　(再)

26
愛民の

Love melody　(再)
愛民

佐合井マリ子の
Caddy Spoon　(再)

佐合井マリ子

GINLALA
午後は大銀醸　(再)

 山崎ぎん、菅野らら

Ryok♡ の
てくてく行こうかぁ...♪*゜(再)

Ryoko

Miwa&Ayaのアニ☆パラ
（1/2週）　(再)

伊谷亜子のアニメのうた
（3/4週）　(再)

27 JAZZ VOCALの夜
28 slow life,slow music

Time Table 2020.4〜

■■  自主制作番組　　　　■■  ミュージックバード コミュニティ放送　　　　Asst.  アシスタント　　　　 （再）  再放送　　　　　　　　　 ※都合により、予告無く番組を変更する場合があります。
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㉚福澤良晃 ㉙城山かおり

㉛髙山大輝

えふえむ草津自主制作番組
パーソナリティ＆ミュージシャン

④久保恵美

⑧佐合井マリ子

⑪西澤愛子

⑮村川圭一

⑲能政夕介

㉓中嶌裕恵

㉗北村美和
㉘藤田章

③愛民

⑦宇野ひと美

アシスタント

⑭雲浦大輔

⑱カノチヒロ

㉒おおたもか

㉖ Tamiy

②野村敏子

⑥南　さな

⑩伊谷亜子

⑬山崎ぎん

⑰金田まりこ

㉑安井裕子

㉕杉本まみ

①吉野まみ

⑤山田智子

⑨ FMマッチ君

⑫菅野らら

⑯高橋さゆり

⑳ Ryoko

㉔ SARI

土 日

5 Power Up Morning Saturday
毛利隆仁・鳥森まど

Power Up Morning Sunday
田川まゆみ

6
Radio KZOO in Honolulu 

Hawaiian Breeze

経営軍師 岡 漱一郎の
絶対負けない社長の法則

岡 漱一郎 井口 淳
エフエムとおかまち

6：55 − 7：00　防災インフォメーション

7 おはようサタデー
【生放送】
ひのきしんじ
本間千代子

おはようサンデー
【生放送】

浜菜みやこ8

9
Radio Leader's

吉井絵梨子

上原喜光ぐるっと360度
【生放送】

上原喜光・河村由美

※10：55 − 11：00
防災インフォメーション

※9：55 − 10：00
防災インフォメーション

9：55 − 10：00　防災インフォメーション

10 Brand−New Saturday
【生放送】

かとうみちこ・高橋あさみ

※10：55 − 11：00
防災インフォメーション

11
小山ジャネット愛子

Botanica
【生放送】

小山ジャネット愛子

12
ぐるっとまち歩き〜草津道中〜

（第2・第4週は再放送）
協力：草津市観光ボランティアガイド協会

12：55 − 13：00
防災インフォメーション

13 あの頃青春グラフィティ
　【生放送】
　岡野美和子

15：55 − 16：00
防災インフォメーション

Resort Winds 〜from 軽井沢〜 
【生放送】

有銘琴絵　（FM軽井沢）14

15
Peace of Mind  城之内ミサ

precious moment  井上昌己

16

SATURDAY 
SUPER LEGEND 【生放送】

ARCHE

JP TOP20
山川智也

緊急割込試験放送 
 4月〜9月　18時〜
10月〜3月　17時〜

17

18
河口恭吾 ブートラジオ

河口恭吾　UMU
大石吾郎 Premium G

大石吾朗・蘭華

18：55 − 19：00　防災インフォメーション

19
大塚商会 Presents

Kazuo Yoshida's BOSSAMANIA
吉田和雄 河村由美

杏奈カフェ♪♪
冴木杏奈

20 ぐるっとまち歩き〜草津道中〜
（第2・第4週は再放送）

ラジオ2951
藤田みさ

21
なべラジ〜土曜日の隠れ家

【生放送】 わたなべヨシコ

リリーズの
キャプテンズ・レディオ

リリーズ

21：55 − 22：00　防災インフォメーション

22 TABARU Love Emotion 
【生放送】 サムライジング 【生放送】

23 佐合井マリ子の
Caddy Spoon　(再) 佐合井マリ子

Music Hot Flavor
川辺保弘

24 JAZZ☆Time
Presented by えふえむ草津

放送休止
（機器点検）

25 ぐるっとまち歩き〜草津道中〜
（第2・第4週は再放送）

26

長岡花乃・小西羽華の
ハナウカ ちゃんねる（1/2週）（再）

若者につながりっツ
立命館大学坂田ゼミ（3/4週）（再）

27 真夜中の訪問者
28時30分〜　サイエンスNOW28
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草津市の最新情報をお届け

いきいき草津のコーナー

パーソナリティ独自のコーナー

ゲスト出演大歓迎!

モーニングロケッツ/イブニングロケッツでは、草津市政記者クラブや
草津市役所からの最新情報をお伝えしています。市役所に届け出の
あった草津市の住民の方のお誕生やお悔やみもお知らせしています。

パーソナリティの能政⼣介さんが、「広報くさつ」の記事から、主な記事
をピックアップして分かりやすく紹介します。
また、これに引き続いて当⽇の担当者が独⾃の目線で草津市の話題や
⾏事などをお知らせします。

第2、第4金曜⽇モニロケの「教えて消防士さん〜えふえむ草津
出張所〜」（協⼒：湖南広域消防局）や第1⽊曜⽇モニロケの「歴史
こぼれ話」、第1金曜⽇イブロケの福祉コーナー「音の道しるべ」
など、各パーソナリティ独⾃のコーナーをお楽しみください。

各番組では市民活動団体などの⾏事告知や活動紹介などを積極的に
⾏っています。
出演希望の方は、1週間前までにえふえむ草津までお知らせください。
※内容によって、ご希望に添えない場合があります。

　地域の情報をパーソナリティが生放送でお届けする2時間番組。
　草津市役所からの情報や多彩なパーソナリティが独自の視点で地域の話題を掘り起こします。

モーニングロケッツ785
月曜日〜金曜日 ◦ 9時〜11時

イブニングロケッツ785
月曜日〜金曜日 ◦ 17時〜19時

朝と夕方の情報番組 生放送
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意外と知らない草津の歴史
ちょっとした発見で、草津が好きになる!

月

火

水

木

金

市民も知らない歴史やイチ押し、
ゲストが外から見た草津の歴史の
良さを語ります。新たな魅⼒発見
で、益々草津が面白くなりますよ!

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団
くさつ☆コミュニTea Time!!
まちづくり協議会や、地域・市民活動団体
など元気な仲間を紹介しながら、ラジオ
とリスナーを繋ぐ番組。メッセージも募
集中!!

Happy BOUSAi
関西大学社会安全学部・近藤ゼミと、草津市危機管理課が
コラボして制作しています。
防災に関する基礎知識、災害時に役立つアプリの紹介、復興
支援ソングなど、楽しみながらハッピーに、若者目線で防災情報
をお届けしています。

中谷仁彦の チョットいいトーク
青少年問題に詳しい中谷仁彦さん
とパーソナリティの菅野ららさん
が、青少年の健全育成や悩み事の
解 決に向 けて、ゲストを迎えて
和やかに語ります。

月刊くさつアートセンター
ラジオから熱いステージ&ホットな情報をお届け!

草津の文化芸術拠点『アミカホール』
『クレアホール』でのコンサートや
展覧会、草津歌劇団などのアーティ
スティック情報をお届けします!!

声の広報
〜広報くさつ ラジオ版〜

「広報くさつ」の内容を、広報課の
担当者やパーソナリティ等が、声で
お届けします。草津市の情報が、
⾃然と耳から入ってきますよ!

スマートウェルネス  くさつ
〜めざせ健幸都市〜

草津レポート
地域のホットな話題をピックアップ!

2016年8月に「健幸都市宣言」をし
た草津市の取り組みや、現場の声
など、健やかで幸せな健幸情報を
楽しくお届けします。

草津市内で開催される演奏会や
講演会などの⾏事を、現地取材して
お伝えします。市民インタビューで
地域の声もお届けします!

俳句5-7-Go!の時間
“俳句のまち草津”ならではの番組!!

草津は俳諧の祖「山崎宗鑑」の生誕
地。もっと気軽に俳句に親しみ、
俳句を通して四季を感じてみませ
んか? 

全てオンデマンド配信有り

第1週
（第2週は再放送）

第3週
（第4週は再放送）

お昼の番組
月曜日〜金曜日 ◦ 12時〜13時　〈再放送 ◦ 20時〜、25時〜〉
平日の正午は、草津市関連の番組です。ご家族で、職場・お店で地域の情報をお聞きください。

5



月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

愛民のLove Melody
昭和歌謡とミュージカル&宝塚が大好きで、独特な世界観の歌詞を
書くシンガーソングライター・愛民。彼女がお届けする、愛民の

「好き!」が一杯詰まった番組です。

佐合井マリ子の Caddy Spoon
伸びのある歌声でピアノを弾き語る、滋賀県出身のシンガーソング
ライター・佐合井マリ子が、地元愛に溢れた飾り気のないトークと
音楽で贈る、ノリノリの1時間!

〈再放送 ◦ 火曜 26時〜、土曜 23時〜〉

しがのうましんがーずプレゼンツ!
二代目伊吹とし夫の歌って応援滋賀! 【収録】
滋賀の名産品や農産物、観光名所などを紹介しながら歌番組を
やってしまおうという新しいスタイルの番組です。
あなたの街の名産品を歌とからめてまるごと応援します!

〈再放送 ◦ 19時〜〉

Ryok♡のてくてく⾏こうかぁ...♪*゜
ふだんは主婦であり母親でもあり、さらにシンガーソングライター
としても活躍するRyok♡が、人と人とのつながりを大切に、ホット
なトークと歌をお届けします。

Gin Lala の午後は大銀醸
KUSATSU BOOSTERS「GINLALA」（ギンララ）の山崎ぎんと菅野
ららが、イキの合った軽快なトークと、楽しい歌で盛り上げる、まさに
大銀醸なひと時デス。

月曜日〜金曜日 ◦ 13時〜14時　〈再放送 ◦ 21時〜、26時〜〉
地元ミュージシャンによる音楽番組。午後のひと時をゆったりとお過ごしください。

午後の音楽番組 生放送

6



月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

Rineige Radio
クールちゃいまんねん! ミーハーでんねん!
ポップな音楽・エンタメ・グルメ情報でにぎやかに滋賀を盛り上
げる、リネージュプロダクションによる番組。（7月末まで）

Irohaの優奈って喋れんのー? ラジオ!
ダンス&ボーカルグループ「Iroha」（イロハ）のメンバーで草津
出身の優奈が、楽しいトークとノリのいい音楽をお届けします! 
ぜひ、お聴きください!!

第1/2週　長岡花乃・小西羽華の
　　　 ハナウカちゃんねる
第3/4週　立命館大学坂田ゼミ
　　　 若者につながりっツ

月曜日〜金曜日 ◦ 19時〜
提供番組や協力・連携番組など音楽を中心にお届けします。

夜の音楽・バラエティ番組

第1週　わかば会提供
わかばステーション
第3週　光泉カトリック高等学校放送部
ハイスクール草津
第4週　市民公益活動の時間
やんちゃ寺のみんなの時間

しがのうましんがーずプレゼンツ!
二代目伊吹とし夫の歌って応援滋賀!　

（※当⽇13時からの再放送）

再

ラジオコンサート　出演者募集中
新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止になったコンサートやライブ演奏を、ラジオを通して⾏い
たいバンドや演奏家を募集しています。詳しくは、えふえむ草津までお問合せください。
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ハイスクール草津
〜光泉カトリック高等学校放送部〜
光泉カトリック高等学校放送部に
よる⾃主制作番組です。高校生なら
ではの視点で今気になる情報を発信
します。

市民公益活動の時間
えふえむ草津が市民活動団体等に
提供するパブリック・アクセス番組。
現在、「やんちゃ寺のみんなの出番!」

（特定非営利活動法人やんちゃ寺）
を放送中!

放送日 ◦ 第4週 水曜　19：00〜20：00
再放送 ◦ 当日　深夜24：00〜25：00

Wakaba-Station

ぐるっとまち歩き 〜草津道中〜

滋賀県内外で活躍する次世代を
担う若手起業家や、経営者、起業
志望家からなるネットワーク「わか
ば会」の会員で創るラジオ番組。

草津の歴史や史跡、観光スポット
などをボランティアガイド協会の
皆さんがご案内します。

放送日 ◦ 第1週 水曜　19：00〜

放送日 ◦ 第1/3週 土曜　12：00〜13：00
再放送 ◦ 当日　20：00〜21：00　25：00〜26：00

ハナウカ倶楽部 〜立命館大学〜

この番組は、立命館大学4回生小西羽華と
長岡花乃が知らない世界を学び、素敵な
大人になるため奮闘していく番組です。

放送日 ◦ 第1/2週 木曜　19：00〜20：00
再放送 ◦ 当日　24：00〜 25：00　※第2週は再放送

　　　　  第1/2週 土曜　26：00〜27：00

あおばな散歩
提供：アナウンススクールMNE / アナウンスMNE
奥村薫（第1週）とジョージ岡（第3週）
が、音楽とくつろぎのひと時をお届け
します。

放送日 ◦ 第1/3週 金曜　11：00〜11：10

Miwa & Ayaのアニ☆パラ
アニメ・ゲーム・声優・アニソン、様々
な切り口からアニメ愛を語りつくす
ハチャメチャでハッピー♪な1時間!! 
私たちのアニメ愛は無限大!!

放送日 ◦ 第1/2週  金曜　21：00〜22：00
再放送 ◦ 当日　26：00〜27：00

放送日 ◦ 第3週 水曜　19：00〜19：15  24：00〜24：15
再放送 ◦ 第3週 金曜　11：10〜11：25

若者につながりっツ
〜立命館大学　坂田ゼミ〜

伊谷亜子の「アニメのうた」

立命館大学産業社会学部 坂田先生と
ゼミ生が、世代を超えて様々なテーマを
⾃由に語り合う番組です。

コスプレギターアーティストの伊谷
亜子が、大好きなアニメと楽曲を熱く
フィーチャー! 懐かしの曲から最近の
曲まで幅広くご紹介しま〜す!

放送日 ◦ 第3/4週 木曜　19：00〜20：00
再放送 ◦ 当日　24：00〜 25：00　※第4週は再放送

　　　　  第3/4週 木曜　26：00〜27：00

放送日 ◦ 第3/4週 金曜　21：00〜22：00
再放送 ◦ 当日　26：00〜27：00

Jazz☆Time
Presented by えふえむ草津
SP・LP レコードからの音源や最新の
録音盤まで、新旧様々なジャズをお楽
しみください!

放送日 ◦ 火曜　21：00〜22：00
　　　　  土曜　24：00〜25：00

アニメ・JAZZ・バラエティ・学生

オンデマンド放送

オンデマンド放送

草津の歴史やJAZZ、アニメなど内容も多彩に取り揃えております。また、これからの草津を担う若者が中心と
なって制作する番組も豊富で、若者ならではの視点で盛り上げていきます。
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草 津 ・ 栗 東 金 融 協 議 会

豪雨などの悪天候や、家の中で屋外スピーカーの
音が聞こえにくい場合も『えふえむ草津』のラジオ放送

（78.5MHz）で緊急放送を聴くことができます。
スマートフォンやパソコンのインターネット放送でも聴
けます。

台風が近づいています
避難の準備をしてください

VOICE OF FIRE　〜ボイス　オブ　ファイヤー〜

教えて消防士さん　〜えふえむ草津出張所〜

平成23年から毎月17⽇の「地震防災の⽇」に市民の皆さまへ効果的な広報として消防局の方をゲ
ストに招き様々な⽇常に役に立つ防災情報をご提供し
ています。

湖南広域消防局から消防士さんをゲストに迎え、⽇常の生活では気付かない事など、現役消防士さんな
らではの視点でお話いただいています。

草津署えふえむ交番
〜電波に乗ってパトロール〜

Tax Radio!　〜やさしい税のおはなし〜

草津警察官の方をゲストに招き、
共に犯罪、事故、災害等の情報を
広く提供しています。
みなさまの安心安全の情報源と
してぜひご活用ください。

身近なのに意外と知らない
税金の使われ方。
草津税務署職員の方をお招
きし、分かりにくい税の制度
も分かり易くお話いただき
ます。

放送日 ◦ 第3/4週 月曜　8：00〜(第4週は再放送）
再放送 ◦ 当日　14：00〜、24：00〜

放送日 ◦ 第1/2週 月曜　8：00〜（第2週は再放送）
再放送 ◦ 当日　14：00〜、24：00〜

放送日 ◦ 毎月17日（土日の場合は翌週初め）
　　　　  10：00〜モニロケ番組中
再放送 ◦ 当日　17：00〜イブロケ番組中

放送日 ◦ 第2/4週 金曜日　10：00〜モニロケ番組中 

暮らしに役立つ番組
今まで知らなかったことなど、楽しく学んですぐに役立つ「暮らしの情報」がいっぱいです！
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市民と観光客の憩いの場「くさつ夢本陣」の中にある、
えふえむ草津。草津市民のみなさまと共に作るラジオ
局の中身をご紹介いたします。

えふえむ草津スタジオのご紹介

Aスタジオ Bスタジオ

オフィス

編集機材

放送機材

えふえむ草津で一番大きなスタジオです。
最大5名まで収録可能です。
ガラス張りのスタジオとなっており、いつでも
外から見学していただけます。
草津の四季を感じながらの放送をお届け
してまいります。

少人数の場合はこちらでの収録もしています。

えふえむ草津はこれからも地域住民のみなさまと共に、草津市の情報を
お送りしてまいります。

草津市役所の屋上から
　電波を発信しています！
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定休日　火曜日（火曜日が祝日の場合、水曜日が振替休日）

 

 

 ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ 
街並みを再現、非日常の提案 

くつろぎの時間 ゆとりの空間
ハイグレードなおもてなしを
お届けいたします

温浴施設使用料：大人 ４３０円  ※６０歳以上(草津市在住の方)１５０円 

小人 １５０円（小・中学生） 

草津市立 なごみの郷 多世代交流と 

地域コミュニティづくりの施設

http://www.hikari-g.com/nagomi/

TEL:077-568-4753 / 草津市志那町2552

休館日：毎週木曜 および 毎月第２日曜

団体送迎あります。 

★ 町内会の方など１０名以上 

★ 草津市内の老人クラブ・

子ども会・社会教育団体・

市 民 公 益 活 動 の 非 営 利

団体など 

 無料！ 
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国道1号線

草津宿本陣
平和堂

草
津
市
役
所

近鉄百貨店
Lty932

JR草津駅琵琶湖線至 京都 至 米原

立
木
神
社

de

えふえむ草津
（くさつ夢本陣）

草
津
川
跡
地
公
園    

愛
ひ
ろ
ば

de

どのような案件でも、
お気軽にご相談を!

契約期間により割引・特典あり!
番組スポンサーも募集中!!

http：//fm785.jp検索えふえむ草津

草津の魅力発信!
毎日の生活に
役立つ情報も満載!!

FMラジオ
聴くなら

78.5MHz

効果的な
『ラジオCM』

でPR!

Rockets
785

お問合せ

パソコン&
スマートフォン

でもOK!

I N F O M A T I O N

いつでも どこでも楽しみ方はいろいろ! ショップやオフィスのBGMに!!

メッセージ&リクエスト募集!! パーソナリティ募集!

お店や会社のイメージup、イベントや商品のPRならラジオCM!!

えふえむ草津は、FMラジオ放送の78.5MHzで草津
市役所屋上の送信アンテナから電波を発信しています。

各番組へのメッセージ&リクエストを募集しています!
メールまたはFAXにて送ってください。

メール◦a@fm785.jp ／ FAX◦077-561-0785

◦スポットCM
いわゆる一般的なCMで、事前に制作し放送します。同
じ時間帯に継続的に流すことで、より印象に残り、宣伝
効果がアップします。（20秒〜30秒が平均的）

◦番組タイム提供《既存放送枠》
一定期間、継続的に既存放送の番組提供を⾏うことで、
視聴層へ効果的に宣伝し、良いイメージを発信します。
例）番組の冒頭および最後に、提供コールが入ります。

「この番組は、○○の提供でお送りします（しました）」

◦番組タイム提供《オリジナル制作コーナー》
⾃社の企画プロデュースにより番組コーナーを設ける
ことで、より効果的に⾃社独⾃の広報活動が可能です。

『えふえむ草津 番組表パンフレット』配置場所
◇草津市役所、草津市立まちづくりセンター、各学区

まちづくりセンター、クレアホール、アミカホール、
草津市立図書館・南草津図書館、草津宿本陣、草
津宿街道交流館、くさつ夢本陣、草津駅観光案内
所、　他市内各公共施設

◦天気予報・ニュース・時報CM
定時放送の天気予報や時報にのせ、スポット的な宣
伝をします。
例）「○○社が12時をお知らせします」

◦イベント告知特別放送
イベント実施前⽇など、特に啓発や告知を⾏いたい
時に使えるプランです。（放送は9時〜19時の間で）

◆エイスクエア、あたか飯店、グリーンプラザからす
ま、草津まちづくり（株）、クサツエストピアホテル、
ホテルボストンプラザ草津、ゆかい家、JEUGIA カ
ルチャーセンター、C&Sわくわく、　他

ご協力ありがとうございます!

気軽にいつでもリスニング!
インターネットサイマル放送でも
お聴きいただけます。
番組によっては　　　　　　　　　　で何度
でもお楽しみいただけます。

えふえむ草津で一緒に番組を作りませんか?
18歳以上で、ラジオが大好き、草津のまちを元気に
する情報発信をしたい方を募集中!

オンデマンド放送

募集中

株式会社 えふえむ草津
〒525‐0034 
滋賀県草津市草津2丁目10番21号

（くさつ夢本陣 内）
ＴＥＬ 077‐566‐5353
ＦＡＸ 077‐561‐0785
メールアドレス info@fm785.jp


