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※ 都合により、予告無く番組を変更する場合があります。

えふえむ草津の楽しみ方
えふえむ草津を
聴いてみたい！
ラジオの周波数を

78.5MHz

に合わせてください。
地域の暮らしやまちづくり情報をはじめ
防災・防犯、安全情報をお届けします！

曲をリクエストしたい！
メールを送りたい！
みなさまからのメッセージ
随時受付中です！

MAIL a@fm785.jp
FAX 077-561-0785
URL fm785.jp
インターネットで！
ラジオを聴きたい！
電波の届かないエリアからでもインター
ネットラジオを使えばどこからでもお聴
きいただくことができます。
えふえむ草津ホームページから
「JCBAインターネットサイマルラジオ」
へアクセス可能です。

番組を聴き逃した！

オンデマンド放送

番組表内で
マーク
がついている番組は、えふえむ草津ホー
ムページにてオンデマンド配信をしてい
ます。いつでもお好きなにお楽しみくだ
さい。

朝と夕方の地域情報番組

草津市の最新
情報をお届け！

朝 月曜日～金曜日 8時～8時30分/9時～11時
夕 月曜日～金曜日 17時～19時

生放送

新番組

KUSATSU FRONT LINE

月曜日～金曜日 8：00～8：30

一日を始めるのに必要な天気の情報、最新の鉄道の情報から
草津の地域情報、草津市コミュニティ事業団からの情報（ク
レアホールやアミカホール、ロクハ公園や事業団が開催する
イベントの紹介）などを、音楽と共にお届けします。

生放送

パーソナリティ

モーニング ロケッツ785

中辻睦規

月曜日～金曜日 9：00～11：00

草津市役所からの最新情報や、市役所に届け出のあった草津市民のお誕生をお知らせしています。「いきいき草
津」のコーナーでは「広報くさつ」の記事からピックアップして紹介！えふえむ草津の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！！

月曜日

吉野まみ

山田智子

野村敏子

木曜日

高橋さゆり 金田まりこ

生放送

能政夕介

火曜日

水曜日

南 さな 島田真由美

北村美和

金曜日

中嶌裕恵

イブニング ロケッツ785

SARI

菅野らら

西澤愛子 城山かおり
Asst

杉本まみ

月曜日～金曜日 17：00～19：00

夕方5時からは、草津市の話題を中心に最新情報を生放送でお届けします。各パーソナリティ独自のコーナーも
充実！懐かしの曲から最新曲までリクエスト・メールをお待ちしております。夕方のひとときはイブロケをお楽
しみください。

月曜日

久保恵美
木曜日

安井裕子

おおたもか
福澤良晃
Asst

水曜日

火曜日

Tamiy

雲浦大輔
Asst

伊谷亜子

中嶌裕恵

愛民

雲浦大輔

村川圭一

金曜日

Tamiy なるちゃん
Asst

愛民
Asst

お昼の番組
月曜日～土曜日 12時～13時 ＜再放送

同日20時～、25時～＞

ご家庭で、職場・お店で地域の情報をお聞きください。
第1･２週

市民公益活動の情報を発信！

くさつ☆コミュニTeaTime!!
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！

火
曜
日

第1~４週

Happy BOUSAi

意外と知らない草津の歴史
市民も知らない歴史やイチオシ、
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、ますます草津がオモシロく！

防災について一緒に考えませんか

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。

第1･２週
中谷仁彦の

青少年の健全育成や悩み解決に向けて
第1週

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、ゲストを迎えて和やか
に語ります。

第1･２週

ラジオから熱いステージ&
ホットな情報をお届け！

月刊くさつアートセンター
草津の文化芸術拠点「クレアホー
ル」「アミカホール」でのコンサ
ートや各種発表、草津歌劇団など
の情報をお届けします。

第1･２週

～広報くさつ ラジオ版～

声の広報

草津市の広報くさつの内容
を、パーソナリティが声でお
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！

土
曜
日

月
曜
日

第３･４週 ちょっとした発見で、草津が好きになる！

第1~４週

第３･４週

～めざせ健幸都市～

水 スマートウェルネス くさつ
曜 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
日 など、健やかで幸せな健幸情報を
楽しくお届けします。
第３･４週

”俳句のまち草津”ならではの番組！

木
俳句5-7-Go！の時間
曜 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
日 しみ、俳句を通して四季を感じ
てみませんか？

金
曜
日

第３･４週

地域のホットな話題をピックアップ!

草津レポート

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！

ぐるっとまち歩き ~草津道中～

草津の歴史や史跡、観光スポットなどを草津市観光ボランティアガイド協会の
みなさんがご案内します。週末、この番組を聴きながら草津の街をまわってみ
るのはいかがですか？新たな草津の魅力がきっと見つかるはず！

午後の音楽番組

月曜日～金曜日 13時～14時

生放送

午後のひと時をトークと音楽で、ゆったりとお過ごしください。

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

愛民のLove melody
声楽の発声を取り入れたり、独特な世界観の歌詞を書くシンガーソング
ライター。幼少期より昭和歌謡とミュージカルが好きで、その二つのジ
ャンルを合わせたオリジナルソングを歌う。
彼女の「好き！」がいっぱい詰まった番組です。メッセージコーナーへ
のお便り待ってます♡
＜再放送＞ 同日２１時〜、２６時〜

佐合井マリ子のCaddySpoon
滋賀県在住の佐合井マリ子が音楽を通じて滋賀県を盛り上げていこ
うという番組です！伸びのある歌声でピアノを弾き語る佐合井マリ
コが、地元愛に溢れた飾り気のないトークと音楽でお届けするノリ
ノリの1時間。滋賀の音楽スポットのリアル情報もお届けします。
放送600回を超え、ますますパワーアップするCaddySpoonをお楽
しみください。
＜再放送＞ 同日２６時〜、土曜２３時〜

GINLALA 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音楽で盛り上げる人気番組。リ
スナーさんから届くたくさんの楽しいメールとGINLALAのツッコミどこ
ろ満載のトークで番組はいつも大盛り上がり！あなたも一緒に大銀醸な
ひと時を過ごしませんか？きっと大銀醸ファミリーになりたくなるは
ず！
＜再放送＞ 同日２１時〜、２６時〜

伊谷亜子のエレキDE SHOW

"くさつのうた""滋賀のうた(1〜22番)”を歌うコスプレギターシン
ガーの伊谷亜子(いたにあこ)があらゆるジャンルの曲をエレキギタ
ープレイヤーの視点から分析します！洋楽ロックアーティストの特
集や、エレキギターのかっこいい昭和歌謡・アニソンを紹介するな
ど盛りだくさんの１時間。お楽しみに！！
＜再放送＞ 同日２１時〜、２６時〜

ウーピーパイズ

ＭUSIC CHRONICLE

Whoopiepiez 山あず・まりりん・するめ・みなとあこ・NATSUの５名
が、毎週違ったテーマで想い出の曲をご紹介する音楽バラエティ番組で
す。テンポの良いトークとさまざまな時代・ジャンルの音楽をお楽しみ
ください！
＜再放送＞ 同日２１時〜、２６時〜

夜の音楽・バラエティ番組
月曜日～金曜日 19時～20時
JAZZ・クラシックから朗読番組まで幅広くお楽しみいただけます。

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

Whoopiepiez Delicious Radio
JAM☆MOON

前半はROAD KU QUEST（朗読）、そして後半には葵シャルド
ネの耳で楽しむミニドラマとオリジナルラジオドラマ「ばにぃ
の不思議で怖い本当のような嘘のような世界（ホラー朗読）」
をお届けします。姉妹番組のWhoopiepiez Delicious Radio
JAM☆SUN（月曜日11：00～放送）もお楽しみください！

杉本まみ ミュージックセレクション
えふえむ草津きっての洋楽好き・DJ 杉本まみが豊富な洋楽コレ
クションの中から、毎回テーマに沿ってポップな音楽をチョイ
スしてお届けします。懐かしの70年代洋楽から最新音楽まで幅
広い世代の方にお楽しみいただけます。リクエストもお待ちし
ています！
＜再放送＞同日24：00～

クラシックアワー
ストレス緩和・リラクゼーション効果があるといわれるクラシ
ック音楽。バッハ、モーツアルト、ベートーベンなど誰もが一
度は耳にしたことのある有名なクラシック曲から聴き慣れない
名曲まで！水曜夜はクラシックを聴きながらゆったりとした時
間をお過ごしください。
＜再放送＞同日24：00～

〜立命館大学 社会学部坂田ゼミ〜
＜再放送＞同日24：00

第1.2週 若者につながりっツ
坂田先生とゼミ生
が、世代を超えて
様々なテーマを語り
合います。

同週土曜日26：00～

第3.4週

ポジラジ

ネガティブをポジティ
ブに変換！ぽちっと物
申すパラダイスラジ
オ、略してポジラジ！

ゼミ生たちがコロナ禍でマイナス感情になりがちな世の中をポジティブに！

金
曜
日

JAZZ☆TIME
ディキシーランド・スウィングジャズから、ビバップ・モダ
ン・モード・ニュージャズ以降まで、さまざまな時代や音源
からセレクトします。あなたが聴きたいジャズはなんです
か？リクエストお待ちしております！
＜再放送＞同日24：00～

土曜日24：00～

第5週 ＜再放送＞同日24：00～
MIWA&
AYAの

アニ☆パラ

アニメ・ゲーム・
声優・アニソン、
さまざまな切り口
からアニメ愛を語
りつくします！

くらしに役立つ番組・コーナー
いままで知らなかったこと、楽しく学んですぐに役立つ
「くらしの情報」がいっぱいです！

TAX

第1･2 月曜日

RADIO！

再放送

～やさしい税のおはなし～

8：30～（第2週は再放送）

同日14：00～、24：00～

草津税務署職員さんをゲストに迎え「身近にある税」について分かりやすく
お話いただきます。
「相続税・贈与税」や「お酒の税」っどういうもの？今年の「年末調整」や
「確定申告」はいつからかな？など税にまつわる最新情報をお届けします。

草津署えふえむ交番
～電波に乗ってパトロール～

第3･4 月曜日
再放送

8：30～（第4週は再放送）

同日14：00～、24：00～

市民の皆様を犯罪・事故・災害等から守り、安心・安全な生活を送ってもらお
うと、えふえむ草津と滋賀県草津警察署との「警察情報等の放送事業に関する
協定書」に基づき、毎回署員の方とともに犯罪･事故･災害等の情報をお送り
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。

おとの道しるべ

～えふえむ草津福祉コーナー～

毎月第1金曜日 17：30頃～イブロケ番組中

ハローワーク

～えふえむ草津キャリアコーナー～

毎月第3水曜日 9：30頃～モニロケ番組中

視覚障がい者について理解を深めて

ハローワークの職員さんにご

もらうためのコーナーです。視覚に

出演いただき、求人状況やハ

ハンディのある西村秀樹さんをお迎

ロートレーニングなどの就職

えし、視覚障がい者の立場から社会

支援、助成金のお話など最新

の今を伝えていただきます。

情報をお届けします。

VOICE OF FIRE

～ボイス オブ ファイア～

毎月17日10：00頃～モニロケ番組中
（土日の場合は翌週初め）

再放送

同日18：00頃～イブロケ番組中

教えて消防士さん

～えふえむ草津出張所～

毎月第２･4金曜日 10：00頃～モニロケ番組中
湖南広域消防局から現役の消防士さんをゲ

平成23年から毎月17日の

ストに迎え、防災の気になるあれこれを伺

「地震防災の日」に市民の皆

います。現役消防士さんならではのお話が

さまへ消防署員が防災情報を

たくさん！普段聞けないお話をいっしょに

提供します。

聞いてみませんか？

草津市ごみ収集情報
月～金曜日 6：24～6：29 / 7：24～7：29
草津市内の当日のごみ収集情報をお送り
致します。今日は何のごみの収集日だっ
たかな？ラジオを聴いてお住まいの地域
のごみ収集内容をチェック！

災害発生時やその恐れがあるときには、えふえむ
草津の電波を利用して屋外スピーカーから非常放
送が流れます。
非常放送は、一般のFMラジオ受信機やインター
ネット放送でお聞きいただけます。
市内８８ヶ所に設置されている屋外スピーカー

オリジナル制作番組

あなたも
「じぶん」の番組を
作りませんか？

事業所・団体が制作する提供番組です。

提供：アナウンススクールMNE

あおばな散歩

提供：わかば会

第1/3週 金曜日 11：00～11：10
再放送 同日 27：00～27：10

第2週金曜日 11：00～11：15
再放送 同日 27：00～27：15

奥村薫（第1週）と
ジョージ岡（第3週）が、

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
創るラジオ番組です。

心に染み入る一言を素敵な
音楽と共にお届けいたしま
す。

新番組

奥村薫

Wakaba-Station

ジョージ岡

Every Man A Warrior

提供：一般社団法人Trans World

Radio

木曜日 11：00～11：30 再放送 土曜日28：00～28：30
あなたの人生はうまくいっていますか！？
意義や価値ある人生を送りたいと願っているが、行き詰まり思ったようには行かない現実。そのよう
な問題に対して、キリスト教の信仰や聖書的な原則を通して、ヒントや答えを提供し、男性リスナー
の皆さんが、元気になり、前向きに生きることができるようになる番組です。

提供：リネージュプロダクション

リネージュラジオ
金曜日 14：00～14：30

～２分の１のSHOW話～
再放送 翌日27：00～27：30

平成生まれの咲と達樹が、令和に昭和を語り合う番
組です！懐かしの昭和歌謡も盛り沢山！あなたの聴
きたい昭和歌謡をぜひリクエストしてください！

～公益財団法人滋賀県産業支援プラザ～

うちでのこづち

毎月第3・4水曜日 11：00～11：30
（第4週は再放送）

ハイスクール草津

～光泉カトリック高等学校放送部～

毎月第4金曜日 11：00～11：15

再放送 同日 27：00～27：15

光泉カトリック高等学校放送部による自主制作番組。
高校生ならではの視点で今気になるを発信します！

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
の協力で、草津市内の頑張る中小企
業などを紹介する番組がスタートし
ました。

CM/時報/番組提供

・CM ・時報提供

CM募集中

イオンモール草津 谷口会計事務所 県民共済 株式会社伊藤工務店

・番組コーナー提供
草津川跡地公園 「de愛･ai彩 情報局」モーニングロケッツ火曜日（不定期）内

えふえむ草津ニュース
「草津レポート」番組レポーター・ノーサイン インタビュー
えふえむ草津 | 2021年秋号 | VOL. 1

Q これまでのレポートの中で、どのレポートが最も印象に
残っていますか？
(北斗) ロクハ公園のプールです。滋賀県内でも大きな屋内プ
ールや流れるプールがあるのは初めて知りました。
(乾) そしてあのでっかいスライダーね！あれはテンションあ
がる！めっちゃ曲がってたもん！
(北斗) それ、お前が野球をしてたからやろ！
(乾) 僕は草津クレアホールのインタビューが最も印象に残
っています。あの舞台でお客さんを集めて、単独ライブをや
りたいですね。
(北斗) 確かにやりたいな～
Q これからの抱負を聞かせてください

滋賀県すみます芸人最初のお仕事！
えふえむ草津の番組を担当して
Q えふえむ草津が"滋賀県すみます芸人”としての最初の仕
事となりましたがラジオの仕事はどうですか？
(北斗) 僕たちはどちらも草津市出身ではないので、最初は草
津の情報をちゃんと紹介できるかな？と思いましたが、草津
の色々な場所に取材に行かせてもらう中で、僕たちも草津の
ことを段々と知ってきた感じです。
(乾) もう「草津の顔」と行っても、過言じゃないかな？
(北斗) だいぶ過言よ！

防災番組「Happy BOUSAi」が
放送100回を迎えました！
2017年6月にスタートした、えふえむ草津の防災番組
「Happy BOUSAi」が、７月20日に、放送100回目を迎えま
した。Happy BOUSAiは、関西大学 社会安全学部の近藤
ゼミと、草津市危機管理課がコラボレーションし、お届け
している防災番組です。
若者目線で防災を捉え、
災害時に役立つアプリの
紹介や防災クイズ、復興
支援ソングなど、楽しみ
ながらハッピーに防災情
報をお届けしています。
100回目の記念放送は、
NHK大津放送局とコラボ
レーションを行い、公開
収録を行いました。
NHK大津放送局公開収録の様子
テーマは「防災川柳スペシャル」。防災についての気づきや
ぼやきなどを、出演者が5・7・5で披露しました。えふえむ
草津は、いざという時の災害情報と共に、日ごろから防災に
ついて意識を高める番組の放送を通じて、これからもリスナ
ーの方に役に立つ防災情報をお届けして参ります。

(乾) えふえむ草津で冠番組を持つことです。最初は1時間番
組からスタートして、ゆくゆくは8時間番組にしたいです！
(北斗) 8時間も！？とり
＜プロフィール＞
あえず30分からでいい 乾（いぬい）生年月日：1994年
から番組持てたらええ 02月05日 出身地：滋賀県 趣
な～。それこそ草津の 味：野球、ボーリング、
顔となれるようがんば バドミントン、競馬など 特技：
りますので今後ともノ ボーリング、野球の審判、歯笛
ーサインをよろしくお
願い致します。
(二人) どーもありがと
うございました！

北斗（ほくと）生年月日：1994
年03月03日 出身地：滋賀県 趣
味：バイク、オーディオ、フィル
ムカメラ、ラーメン作り 特技：
バイクの車種当て、解説

草津税務署さんから表彰を
いただきました！
「Tax Radio！～やさしい税のおはなし～」放送開始から
20回を記念し、草津税務署より感謝状が贈呈されました。
番組では、相続税や贈与税といった税の制度や、税の納付
方法や確定申告の仕方、また租税教室や税に関する作文な
ど、税に関する幅広い分野について、税務署の職員の方よ
り直接お話しを伺っています。
「缶ビールには、どのくらいの税金がかかっているでしょ
う？」とのように、身近なものを使って税の説明をしてく
ださることもあり、リスナーの方にとっても、税をより身
近に感じられる内容となっています。
また、確定申告の時期に
は申告日時のご案内な
ど、みなさまに最新の情
報をお届けしておりま
す。えふえむ草津では、
市民の方に税に対する理
解を深め、より身近に感
じて頂けるよう、これか
らも番組をお届けして参
ります。

