
2022/05▸2022/06【SPRING】

パソコン、スマホで
いつでも聴けるよ！！

0744-22-6655

私たちはＦＭ五條を応援しています！
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【メディアサポーター】

BANANA FM

【協力】

0747-22-3191 0747-32-8739

株式会社バンビシャス奈良

0747-22-3591

06-4963-3787

0747-22-3338

0120-86-7787

決算・相続贈与・会社設立・確定申告・経営・税務相談
税理士・行政書士

やすだ会計事務所
代表 保田まち子

株式会社ケートップ　
河合皮フ科医院

06-6643-4054

0747-23-50850747-20-8013

関西電気工事工業協同組合
奈良県支部

0744-29-9565

0745-23-7000

軽費老人ホーム月街



9:45

5:00

こうづ夫婦の健康チャンネル

運がよくなる
ココロの話

運がよくなるココロの話【再】

広福亭ぽいの
よもやま噺

梨子本果樹園
くだものばなし

かのう と やぎゅう で
　　　　ございま～す！

休暇村紀州加太・
自然にときめくラジオ

義本英也梨子本亘希

梨子本果樹園
くだものばなし【再】

梨子本亘希

FM 五條ヒルドキッ！

十手リンジン サルイン

もっち

桂文五郎カワイチカコ

きのかわおトーク（得）
ニュース

斎藤潤

まち子先生のミニ税金講座

うさＰ 石投恵里 塩崎万規子 あいあい

イブニング五條７８０
ナナハチゼロ

X Night season2
【生放送】

F!E!C! カミキョク
CK MUSIC

なないのおだまり

ええもん！みぃつけた！

塩崎
 万規子 宇山英明 七井貴行

加藤貴博

加藤貴博

株式会社ケートップ

株式会社ケートップ
　　代表取締役

イツキ
カワイチカコ

いこ～屋
FM 五條店

芝坊主の
エンジョイゴルフ

芝坊主のエンジョイゴルフ【再】

FM GOJO～special program～

FM GOJO～special program～

FM GOJO～special program～

FM GOJO～special program～

FM 五條
ヒルドキッ！

サタデー

徳丸新作の五條から
よろしゅうおあがり

※第１、３、５週

徳丸

　新作

※第２週
寺谷一紀

福岡由美子のお話の部屋

ひのひかりの人生いろいろ
※第２、４週

奈良五條から
～日本一を目指します～

アスカグリーンファーム【再】

教えてヒロ社長！！
未来の技術はどうなるの？？【再】  

岡田由美子の
やまとうるはし

コンサート
岡田由美子

GOJOチャレンジ

F!E!C! カミキョク
【再】

イツキ

なないのおだまり【再】
七井貴行

CK MUSIC【再】
カワイチカコ

X Night season2【再】
塩崎万規子

月 火 水 木 金 土 日

12:00～

12:30～

13:30～

14:30～

14:45～

16:15～

16:30～

18:00～

17:30～

19:30～

18:30～

10:00

ジョセフ・ピラティス公式直系
日本人男性初の第 3世代
ピラティスティーチャー　タロー

香川整歩院
　 院長 香川英樹

ＧＯＪＯ健康教室

代表 保田まち子

11:00

14:00

共通コーナー　読売新聞ニュース / 天気 /交通 / 野原ダイニング

共通コーナー　読売新聞ニュース /天気 /交通 /防災インフォメーション

防災インフォメーション

※月•木 18:00　県政 NEWS なら

※月•木 11:30　県政 NEWS なら

・うらら’ｓキッチン

・コスメのススメ

・食べて、呑んで、推し愛でて。

・ロードショーの話でも、
              どうでしょう？

川村優理の
音楽でジャーニー♪

YONESHO の
ON THE ROAD

布川哲光

福岡由美子

休暇村紀州加太・自然にときめくラジオ【再】
休暇村紀州加太 総支配人　義本英也

アフタヌーンパラダイス

16:00
ピラティスティーチャー / タロー武道家アナウンサー / 柴原優美香 香川整歩院 院長 / 香川英樹

ＧＯＪＯ健康教室【再】

17:00

きのかわおトーク（得）
ニュース【再】

布川哲光

うえきょん

19:00 YONESHO の
ON THE ROAD【再】

20:00

THE NITE　大西貴文

FM GOJO～special program～

FM GOJO
～special program～

23:00

22:00

23:30
FM GOJO～special program～ FM GOJO～special program～

FM GOJO～special program～
※第 1、3、5 週

X Night season2【再】 F!E!C! カミキョク【再】 いこ～屋 FM 五條店【再】 なないのおだまり【再】
塩崎万規子 カワイチカコ

優里君の揺れる

　　　ピアスになりたい

七井貴行イツキ 宇山英明

芝坊主のエンジョイゴルフ【再】

いこ～屋 FM 五條店【再】

宇山英明

CK MUSIC【再】

you･your･yuuri
–見えない線を繋ごう–

※第４週
西浦まき

アシスタント　佐藤方子

加納恵美子

16:00～

粉川カイロプラクティックオフィス武道家アナウンサー
柴原優美香 院長　粉川欣也

10:30

奈良地方気象台ウェザーインフォメーション
協力：奈良地方気象台

叶美由紀・柳生由岐子

かのう と やぎゅう で
　　　　ございま～す！【再】

叶美由紀・柳生由岐子

2022/05▸2022/06
78.0MHz

ひのひかり あきたこまち

館長 川村優理 しらとり 広福亭ぽい

広福亭ぽいのよもやま噺【再】
広福亭ぽい

しらとり

NPO 法人うちのの館 ココロの個性診断士

ココロの個性診断士

株式会社 GOJO チャレンジ
専務 木村航

【生放送】

【生放送】

【生放送】

【生放送】

【生放送】

晴香うらら

株式会社アスカグリーンファーム休暇村紀州加太 総支配人

協力：きのかわトークニュース (株 )

15:00～

マイ・スーヴェニール 懐かしのポップス

井上恭子

税理士・行政書士 やすだ会計事務所

『噺のはなし』
上方落語家 桂文五郎吉本クリエイティブエージェンシー所属

教えてヒロ社長！！
未来の技術はどうなるの？？

代表取締役社長　向山孝弘 
株式会社ヒロホールディングス

16:00～

15:00～

徳丸新作の
怖い話と歌絵巻

15:00～15:00～

代表取締役社長　向山孝弘 
株式会社ヒロホールディングス

五条ガス スタッフ

21:00

丸山雄平　河村由美

ASJ Presents
建築家のアスリートたち

風とシープス
…ときどき、窪田友紀子

窪田友紀子

まだ水曜？！
～Still Wednesday

SIRA

週刊 Nobby タイムズ
DJ Nobby

12:30 頃
[ 絵本の広場 ]
カッキークラブ交流会 西吉野おはなし会
/ 牧野小学校図書ボランティア

・何でもランキング

・木夜 [もくよる ]
インフォメーション
・FM 五條 780
 ライブコーナー

・言葉の図書館へようこそ 　第 1週

・知ってて得する女子力のコーナー
・Meke Aloha ハワイから生中継　第 2 週 

・X ジャムジャム ・情熱の人

奈良五條から
～日本一を目指します～
アスカグリーンファーム

蔡顯人

・和洋折衷コーディネーター
　　　　　　　　KaEri のひとりごと

・教えて！あなたの晩ご飯

・おめでとう Happy Happy Day

川村優理の
音楽でジャーニー♪【再】

館長 川村優理NPO 法人うちのの館

株式会社アルファコーポレーション

代表取締役
米田昇市

×塩崎万規子

株式会社アルファコーポレーション
代表取締役 米田昇市

代表取締役

× 塩崎万規子

五条ガス
すぽっと！

ガス街ック！

徳丸新作

21:00～

松本昇のトーク番組
『ノボトーーク』

松本昇

9:15～

・もっちの『まほろばソムリエ』

　　　　　（奈良通）への道

・もっちの料理のコーナー

・もっちに教えて！

　　　五條のいいとこ！！

・もっちテレフォン

・タイムトラベラー

・演芸家の園芸

・サルインと未体験ゾーン

11:50 頃
ならどっと FM
クロストーク　栗生優美
　　　※最終週のみ

12:30 頃
[Nara Treasure Radio]
智辯学園放送部
/西大和学園放送部

・柏原一風先生の『一風 月占い』
　　協力：開運 出世印 司研堂

FM GOJO～special program～

・黄昏マイソング

TABARU Love Emotion
TABARU

22:00～

・アニメ！声優！大好き！

バティラジッ！
THE BATI

バティラジッ！【再】
THE BATI

吉本クリエイティブ
　エージェンシー所属
『奈良県 住みます芸人』

吉本クリエイティブ
　エージェンシー所属

吉本クリエイティブ
　エージェンシー所属

吉本クリエイティブ
　エージェンシー所属
　上方落語家

・エナジー仏教

・エナジーお悩み相談

『エナジー西手』

『十田卓』

・十田の部屋

・まるがめくんの

　局長 大喜利コーナー

蔡顯人

※不定期　Go!Go!Bambitious
協力：(株）バンビシャス奈良

山里 cafe 一本の樹
 　オーナー　岡本則子

※第 1,2 週

( 第 2,4 週再放送 )

松岡ゆうじ・徳丸新作のあなたの愛をひとりじめ

※第５週 FM GOJO ～ special program ～

※第 3,4 週 松岡ゆうじと徳丸新作の木曜バラエティー！

松岡ゆうじ　徳丸新作

松岡ゆうじ　徳丸新作

ええもん！みぃつけた！【再】

山里 cafe 一本の樹 オーナー / 岡本則子粉川カイロプラクティックオフィス 院長 / 粉川欣也

提供：河合皮フ科医院

協力：こうづ鍼灸整骨院

協力：五條青年会議所
Junior Chamber International GOJO

514　NARA　KINKI

五條 JC チャンネル

協力：五條青年会議所
Junior Chamber International GOJO

514　NARA　KINKI

五條 JC チャンネル【再】

The Paul OZ Show
Presented by
Raita Education Radio

The Paul OZ Show【再】
Presented by Raita Education Radio

…新番組

新番組続々増えてるよ︕

優里君の揺れるピアスになりたい

you･your･yuuri【再】
–見えない線を繋ごう–


