
TEL:0736-39-0816 FAX:0736-33-7133

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

6:30 リラ☆クラシック 週末の目覚め

7:00 週刊橋本新聞 【週替わり】 紀州ヒストリア（再）

【橋本高校】 【伊都高校】 【初芝橋本高校】 【紀北⼯業高校】 【橋本高校】 提供：医療法人 志嗣会 【瀬崎浩孝・松永定治】

7:30 提供：小川工業提供 お遍路を巡って 【向井景子】

7:45 【ハム】提供：柿の葉ずしヤマト

懐かしきメロディー リラ☆クラシック（再）

【中野豊信】 【中野豊信】 【結城健太郎】 【中野豊信】 【中野豊信】 【一色洋輔】 【週替わり】
（第4週）Dobry Weekend

提供：さくら苑 提供：かつらぎの里 紀州ヒストリア ウオーターリングス（再）

【瀬崎浩孝・松永貞治】 【⻄⼭ 峰】
【向井景子】

提供:公世社 花平

再放送枠 演歌で元気！
月【水野 夏希】 火【うめちゃん】 水【ひとみ＆ユキ】 木【藪下恵子＆ひろちゃん】 ⾦【⼭本りさ＆ヴィアン】  葵小百合としんちゃんの

演歌で元気!
今日からｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ 子育て応援 ゲストコーナー dvihasta(ﾄﾞｩﾋﾞｨ･ﾊｽﾀ） ｳﾞｨｱﾝのラヴズー 声のミュージアム(再) 行政情報

提供：みそや呉服店 【みやちゃん or ユッキー】 世界あの街この街 EMIのやさしいヨガ 高野町役場だより 【いむらあいら ⿊⽥ケイナ】

健康ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ Ａ to Z 和ʼts 雪月花【カレン】 御朱印倶楽部 防災ファイルはしもと 高野山 Favorites Music♪
【minami】 提供：みそや呉服店 地域情報 提供：自主防災組織連絡協議会

みんなアスリート Ｈ．Ｍ．Ｗ
OASIS on かめさん・うさぎの ウインズ平阪 音のこみち 金曜Musication 【柿ラン子】

busy Monday 音楽珍道中 第１【尾上利⾹・Nina】 【ジョンテラ子】 提供：木村屋・平家製作所

【雪童・ユキ】 【かめさん・うさぎ】 【ウインズ平阪】 マコルネのお気軽タイム 提供：角濱ごま豆腐 橋本ショータイム(再) 高野山（再）

提供：悠久の杜 【ミキサー平岡】 第２・第4【マコルネ】 【たく,けん,ひでちゃん】

提供：浪花堂・向井米穀店 彩サウンドライブ Box P@rk(再)
提供：増田タイヤ商会 第３【ｼﾞｮﾝﾃﾗ子】 【DJ:N@OKI】

Saturday Weekend ウインズ平阪

Flash! （再）

15:30 Be with You 【くどやまかぼす】 【ウインズ平阪】
おててで話そうベビーサイン やぶちゃんのホットタイム 木下先生の子育て相談 【こっしー＆のーりー】 【しんしあ＆シンディ】
【えりちゃん＆けいちゃん】 【やぶちゃん】 【こっしー】 提供：ハウジングプラザ

16:00 Favorites Music♪ コーナー再放送 ＩＴかおす フィールドオブミュージック(再) 声のミュージアム
（特別番組の放送時あり） 今日からガーデニング 【かおす＆ももママ】 【向井かくぞう】 【いむらあいら ⿊⽥ケイナ】

EMIのやさしいヨガ
16:30 Favorites Music♪ Favorites Music♪ 提供：森本組

17:00 しもちゃんの

Bluegrassでナイト（再）

【Nina 】 【ヒデ】 【向井景子】 【水野 夏希】 【ラブリン】 【週替わり】 【下松⾕正造・辻祥⾏】

18:00 ふくちゃんのお話 話そラジオ【うさこ】 はしもといちばん！ ＦＭはしもと劇場

防災ファイルはしもと（再） 【とよちゃん】 ラジオドラマor音楽

18:30 イベントだより イベントだより イベントだより イベントだより Favorites Music♪ お遍路を巡って（再）
週間橋本新聞(再) ⾏ 政 情 報 ( 再 ) ⾏ 政 情 報 ( 再 ) ミュージックライン (第２週)隅田門前らくご定食 【ハム・雪童・こっしー】

19:00 ドリームボックス フィールドオブミュージック 王立サブカル学園 秘密結社ハシイトップ Terako ya music ITかおす(再） みんなアスリート（再）

【Nina・にじいろかえる】 【向井かくぞう】 【うさこ＆かな】 【Ken，Mi】 【ジョンテラ子】 【かおす＆ももママ】 【柿ラン子】
19:30 提供：山本総合食料品店 ミュージックブレイク 月夜のうさぎ

【DJ OGASAWARA】 【うさぎ】
まみむめマンデー ヨウスケのラララ(再) Interview with you! like & life ミュージックフライデー ヨウスケのラララ 虹色ＤＪ　ＮＩＧＨＴ(再)

【シモティー・テツヤ】 【ヨウスケ】 【Shilfee】 【⼩太郎＆誠】 【Hira-v,にーさん】 【ヨウスケ】 【週替わり】
今週のハーモニー ｺｰﾅｰ提供：山賊村 提供：富桝商行

21:00 もんだいクイズ Box P@rk 橋本ショータイム 輝っと北っこり NICE TIME 80'ｓグラフティー

ｺｰﾅｰ提供：寺本紙器 【DJ:N@OKI】 【たく,けん,ひでちゃん】 おかえりラジオ 【すすむ＆しんぺー】 【ジョンテラ子】
ｺｰﾅｰ提供：山賊村

21:30 浦部陽介の クラブわかば しもちゃんの 【高野結弦】 提供：ゆの里このの

歌いたい・喋りたい 【わかば】 Bluegrassでナイト

22:00 【浦部陽介・minami】 ねこぱんちdeNIGHT☆ 【下松⾕正造・辻祥⾏】 GATTO de NIGHT♪ 7th Chord Radio DJ Hira-vが正気の ロックトレイン８１６
【ADDAMA（アドダマ）】 【高⽥先生・ヒロ・雪童】 【DJ:N@OKI】 Saturday Night 【Mr.カイト】

提供：マルミヤ電気 【Hira-v】
23:00 つれもていこラジオ Visual Bisou 月夜のうさぎ(再) 今夜もテキトー つれもていこラジオ(再) 週刊アニメ☆ニュータイプ

【徳丸新作】 【lil】リル 【うさぎ】 【紀州へら竿師 ⽥中和仁】 【徳丸新作】 【萌＆シンディ】
(最終週)月間Musication 【かめさん・Shilfee】

【ジョンテラ子】

24:00 夜明けまで音楽三昧 80'ｓグラフティー(再） 王立サブカル学園夜間部 Cross Over Dream クラブわかば(再） ＦＭはしもと劇場（再）

【ジョンテラ子】 第1･3･5週 放課後 【わかば】
第２週Showa英雄伝説 夜明けまで音楽三昧

第４週懐かしい時代へGO!

25:00〜
新規番組 時間変更 番組改編 ２０１６年４月改編番組詳細・リクエストは http://816.fm

12:00

ニュース・天気予報とともに旬の話題をお届けします。

橋 本 テ ィ ー ブ レ イ ク

10:00

11:00

20:00

　夜明けまで音楽三昧

夕焼けワイド

提供：リハビリ橋本

虹色ＤＪ　ＮＩＧＨＴ

8:00

　　ーー ９:45～　ウォーターリングス　【西山　峰】　提供：（株）ソーナスーーーーーーーーーーーーーーーーーー

　　みんなで子育て応援隊

14:00

　　　ティータイムミュージック

　　　　　　　　　　　　ひとみのﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄひとみのﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄひとみのﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄひとみのﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ英会話英会話英会話英会話（（（（再放送再放送再放送再放送））））

9:00

17:05

15:00

13:00

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://816.fm TIME TABLE
おはようミュージック

こ ち ら 放 送 部 で す 

提供：公益財団法人 奥田育英会

　　ーー 8:45～　サ ユ ち ゃ ん 体 操　【葵小百合】　ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はしもとワイドモーニング

　　ひとみのﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ英会話　　 FMはしもとインフォメーション

ラ ジ オ d e ブ ラ ン チ

　　　　ニュース・天気予報提供　：　社会福祉法人紀之川寮　救護施設「悠久の郷」


