
Rockets785 　番　組　表   （２０１９年10月～12月）　えふえむ草津　78.5MHz

月 火 水 木 金 土 日

5 Morning Stream （邦楽1990年代～2000年代）
Power Up Morning Saturday

毛利隆仁・日下新紀子

Power Up Morning Sunday
田川まゆみ

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

　　　

Radio KZOO in Honolulu 
"Hawaiian Breeze"

昭和浪漫歌謡曲
ビリー諸川

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

※7:55 - 8:00 未来への手紙プロジェクト  

おはようサンデー
【生放送】

浜菜みやこ

※第1/2週　

8:30 - 8:45 笑顔のつながり 
8

(再) くさつ☆コミュニ Tea Time  （第2週）　 

（再） 意外と知らない草津の歴史（第3週）

（再）月刊 くさつアートセンター   （第4週）

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】 Ｒａｄｉｏ　Leader's

吉井絵梨子
ぐるっと360度

【生放送】

上原喜光・河村由美

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 9:55～10:00  防災インフォメーション

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

Brand-New Saturday
【生放送】

かとうみちこ・澤内早苗
 

 ※10:55 - 11:00 防災インフォメーション　

吉野まみ（1/3/5週)
野村敏子（2/4週)

山田智子（1/3/5週）
南さな（1/3/5週）

宇野ひと美（2/4週）

菅野らら（1/3/5週）
西澤愛子（2/4週）

Asst. 城山かおり（2/4週）

高橋さゆり（1/3/5週）

金田まりこ（1/3週） カノチヒロ（5週）

能政夕介（2/4週）

Asst. 北村美和（2/4週）

中嶌裕恵（1/5週）
SARI（2/4週）

杉本まみ(3週)
※9:55 - 10:00 防災インフォメーション

※10:55 - 11:00　防災インフォメーション

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 

小山ジャネット愛子
Botanica

【生放送】

小山ジャネット愛子

(再)ハイスクール草津（光泉高校）　

第3週　11:10 - 11:25

12
　　　　　　　リメンバー・ミュージック （邦楽1990年代）

 声の広報　  （第1週）

 草津レポート（第2週）

 あすくる草津（第3週）～30分

 俳句5・7・Go!の時間（第3週）30分～

 スマートウェルネスくさつ （第4週）        

ミューアのMUSIC LUNCH

【生放送】
ミューア

12:55～13:00　防災インフォメーション 12:55 - 13:00　防災インフォメーション

13
愛民の

Love melody　【生放送】
愛民

佐合井マリ子の
Caddy Spoon　【生放送】

佐合井マリ子

GINLALA
午後は大銀醸　【生放送】

 山崎ぎん、菅野らら

Ryok♡ の
てくてく行こうかぁ...♪*ﾟ

　【生放送】
Ryoko

くさつ☆コミュニ Tea Time （第1週）　

意外と知らない草津の歴史（第２週）

月刊 くさつアートセンター （第３週）　
【生放送】伊谷亜子のアニメのうた（第４週）

(再)　くさつ☆コミュニ Tea Time （第1週）　

 （再） 意外と知らない草津の歴史（第２週）

 （再） 月刊 くさつアートセンター （第３週）

（再）ぐるっとまち歩き（第1/3週）

協力：草津市観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ協会

（再）Happy BOUSAi（第2/4週）

14 リメンバー・ミュージック （邦楽2000年代）
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）

15

アフタヌーンパラダイス　【生放送】 Peace of Mind
城之内ミサ

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

precious moment
井上昌己

15:55-16:00　防災インフォメーション

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

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
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

河口恭吾 ブートラジオ

河口恭吾　UMU

Premium G
～MUSIC GIFT～
大石吾朗・伊藤美裕

久保恵美
松本エリハ（1/3/5週）

伊谷亜子（2/4週）

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

安井裕子（1/3/5週）
Asst. 福澤良晃

（1/3/5週）

おおたもか（2/4週）

中嶌裕恵（1/5週）
Asst. 藤田章（1/5週）

愛民（2/4週）

Tamiy（3週）
18:55 - 19:00　防災インフォメーション

19
Rineige Radio

(19：30まで)
※第2/4週は再放送

ぐるっとまち歩き
～草津道中～（第1/3週）

協力：草津市観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ協会
ハイスクール草津
　（第3週)　～１５分まで

光泉高校放送部

若者につながリッツ
（第4週）

立命館大学坂田ゼミ

【生放送】

Miwa＆Ayaのアニ☆パラ
（第１週）

北村美和、藤田 章

 （再） 声の広報　　（第1週）

 （再） 草津レポート（第2週）

 （再） あすくる草津　（第3週） ～30分

 （再） 俳句5・7・Go!の時間（第3週）30分～

 （再） スマートウェルネスくさつ　（第4週）        

(再)くさつ☆コミュニ Tea Time （第1週）　 

（再） 意外と知らない草津の歴史（第２週）

（再） 月刊 くさつアートセンター （第３週）Happy BOUSAi（第2/4週）

20
（再）　Ryok♡ の

てくてく行こうかぁ...♪*ﾟ　
Ryoko

Tigh-Z 井上 奨の明日も晴れ

るでSHOW!!　(20:30まで)

※第2/4週は再放送

（再）　愛民の
Love melody

愛民

(再）　佐合井マリ子の
Caddy Spoon

佐合井マリ子

（再）　GINLALA
午後は大銀醸
山崎ぎん、菅野らら

Wakaba-Station 
わかば会提供（第１週）

（再）若者につながリッツ（第4週）
（立命館大学坂田ゼミ）

ラジオ２９５１
藤田みさ

21
THE NITE 大西貴文   【生放送】

なべラジ～土曜日の隠れ家
【生放送】わたなべヨシコ

※21:55-22:00　防災インフォメーション

ｷｬﾌﾟﾃﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｵ
ﾘﾘｰｽﾞ

※21:55-22:00　防災インフォメーション

22
【生放送】TABARU

 Love Emotion
ｻﾑﾗｲｼﾞﾝｸﾞ　【生放送】

※ 金曜コメンテーター　豊島典雄（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
RADIO BOHEMIA

（ＦＭおだわら）

Music Hot Flavor
川辺保弘

24 Natural Woman
露崎春女

Love Sounds
いつか

Sound of Oasis
カノン

24時～　　　♯A0（ハッシュタグ　アオ）

24時30分～ Holos Music 中脇雅裕

SHINGO’S RADIO SHOW　

Night★Fever　【生放送】
橘しんご　

湘南ベース
岩沢二弓・わたなべヨシコ

放送休止

（機器点検）

25
アニメ関門文化学園

（ｶﾓﾝｴﾌｴﾑ）

（再）ぐるっとまち歩き（第1/3週）

協力：草津市観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ協会

（再）伊谷亜子のアニメのうた　　　　　　　

（第1/3週）　
25時～　 タックイン三根のノリノリ！ 　　　　 　 

25時30分～   オールウェイズ

                       ・オールディズ

           （ﾗｼﾞｵｻﾝｷｭｰ）

Next-Colorz

川後陽菜の好いとっとラジオ

（FMからつ）

ミッドナイト★JAZZ　　　　　　　　　　　

Presented by えふえむ草津
（再）Happy BOUSAi（第2/4週）

（再）Miwa＆Ayaのアニ☆パラ　　　　　　　

（第2/4週）　北村美和、藤田章

26
（再）　GINLALA
午後は大銀醸
山崎ぎん、菅野らら

（再）　Ryok♡ の
てくてく行こうかぁ...♪*ﾟ

Ryoko

(再)くさつ☆コミュニTeaTime （第2週）　 

（再） 意外と知らない草津の歴史（第3週）

（再） 月刊 くさつアートセンター （第4週）

（再）　愛民の
Love melody

愛民

(再）　佐合井マリ子の
Caddy Spoon

佐合井マリ子

 （再） 声の広報　　（第1週）

 （再） 草津レポート（第2週）

 （再） あすくる草津　（第3週） ～30分

 （再） 俳句5・7・Go!の時間 （第3週）30分～

 （再） スマートウェルネスくさつ　（第4週）        

27 ＪＡＺＺ　ＶＯＣＡＬの夜 真夜中の訪問者

28時30分～　サイエンスNOW
28 slow life,slow music

　　　　　　　　　　自社制作 　　　　　　　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。

          ※　再放送は、本放送を起点とした週数で表示しています。

すべての放送は、スマートフォン、パソコン等から、インターネットサイマル放送でお聞きいただくことができます。　⇒　


