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6:00 月 火 水 木 金 土 日

琉球治療院の 民謡・昭和歌謡曲 治美・亨の
ウンゲーシさぁ 琉球古典音楽番組

7:00

8:00

9:00

第１・３・５ saraっとたいむ

第2・4 『沖縄で生まれた癒し サクラの扉
の弦楽器、琉球かれん』とともに プレイズアワー

くまさんの歌の広場
伊江　朝明

10:00

♪コミュニティープラザ♪ ♪コミュニティープラザ♪

ハワイ ノ エカオイ        蓄音機で聴く  ヒロの
ＦＭ21音楽番組 ＳＰ盤アワー     クラシックは友達

Ｍａｅ　Ｍａｅ 地域情報コーナー 浦添警察署のお知らせ 地域情報コーナー
（木曜日　１０：３０～） 山城　政幸 下里　明弘

11:00

ＦＭ２１パワープッシュ ＦＭ21パワープッシュ
マコ 森田さん ＫＢＣ学園ｸﾞﾙｰﾌﾟ

11:15 ハピママＴＩＭＥ おたかのしまくとぅば ｸｰﾍﾟ＆Shifo 未来への道しるべ エフサイトマガジン
11:30 Smile Again

スマイルアゲイン
12:00

納屋惠の
ＦＭ21音楽番組 第4　ゆき姫参上

ＦＭ２１音楽番組 貴方は時の人 居酒屋　ボブ

第1・2・3・5 昼から営業！
13:00 ＦＭ21音楽番組

第1・3・5
新垣健のニライカナイ沖縄 ワクワク♪スピリッツ

家族のチカラ 第2・４　ＦＭ21音楽番組 ゴーヤースペシャル ミュージックタイム

島唄の時間 呉屋宏 寿　光
14:00

金城呂介
　　　　　　　　

ナイスtoみーちゅう ＦＭ21音楽番組 FM21音楽番組 FM21音楽番組 オーハッピーデー
14：45～

桑江　良美 新垣健の人生春秋
15:00

昭和の流行歌まつり サンデー
夢演歌 セイギと共に ゆり子と６０分 島尻昇の ミュージック

ラディカルラジオ ラウンジ
石川清義 砂川　玄龍 糸山　ゆり子 山城　朝樹

16:00 三条　ひとみ
トコのハッピートーク 民謡ドリンク 未来への道しるべ

恒子の歌とゆんたく 第1　ＦＭ21音楽番組 ピンキー＆キラーズ ｸｰﾍﾟ＆Shifo
陸 美ら島の未来を護る15旅団 第2　浅見トシ子 ～うさがみそーれー～ リーダーパンチョ加賀美

中里恒子 海 美ら海人 第3　ＦＭ21音楽番組 の水素と健康
空 サザンウィング 第4　浅見トシ子 當間　清子 FM21音楽番組

17:00 地本 くくる君のゆんたくアワー 第5　ＦＭ21音楽番組
第1・3・5

アラフォータイム 琉球の島風 らんま～童謡・詩歌～
FM21音楽番組 幸江のﾊｯﾋﾟｰﾀｲﾑ 　第2・4ＦＭ21音楽番組 渡口初美のユンタク

多良間　幸江
松竹　光太郎

18:00

 プロジェクトＩ ＫＩＹＯＲＡ 第1・2・3・5 第1・3・5辛口チョコレート

おもろまちメディカルセンター 第1　嘉味田 朝子 ～世のため人のため自分のため～ FM21音楽番組
 ふるさとの 提供 第2　ＦＭ21音楽番組 久保田久美子 第4　てだこ中学生なう！ 　第2・4　ＦＭ21音楽番組

くがにうた いきいきタイム 第3　嘉味田 朝子
第4　ＦＭ21音楽番組 宮川たま子の島ぜんぶで FM21音楽番組

19:00 第5　嘉味田 朝子 ティビチース！！
第1・3・5 いつみグループ

みみぐすい 第1　浦添ただいま進化中！

くすいむんトーク
第2・４ 第2・3・4・5 第1・3・5 浜悦子の歌の広場

FM21音楽番組 ＦＭ21音楽番組 土曜の童謡でど～よ？ 
20:00 第2・4ＦＭ21音楽番組

第1　天龍寺アワー ゆんたくシーサー 浜　悦子
提供　浦添市医師会 第3　福祉用具

　　　最前線＆音楽 あなたを癒す ミキオポスト　 Ｒａｄｉｏ
ゆんたく健康トーク 第2・4・5 応用心理セミナー On Radio

かなめとふみの シーサー女子
21:00 　　　マンマるトーク

第1　ＦＭ21音楽番組
第1・3・5 第2・3 ハイサイ當眞 ｻﾀﾃﾞｰﾅｲﾄ・ﾋｯﾂ スウィングトラベル

國場幸之助の チチヌユ～月夜～ ビューティフルミュージック 小鍋悠
ラジオタックル！ 第2　月桃のしずく 仁愛会　　久田 (70s・80sﾎﾟｯﾌﾟ・ﾛｯｸ) 第1・3・5

第4　和Night Mの時間 比嘉　直人 Live in Living Color
22:00 第4　未来への道しるべ 第2・4　ＦＭ21音楽番組

第1・3・5 第1・3・5

今宵も聴かナイト！ ユキヒロ ＦＣＰ、ＨＣＰ提供 ストレスケアＢＴＵ
第2・4　ＦＭ21音楽番組 ラブ・ユー２１ Live for you 第2・4　ＦＭ21音楽番組 へんまもラジオ FM21音楽番組
第１・３・５ わんぬうむい 第1・3・5みどり色の風

ソーシャルラジオ 久城哲夫 ユキヒロ ボギーてどこん 第2・4
23:00 第２・４　ＦＭ21音楽番組 yuucaのムーンライト・セレナーデ

　

♪夜行列車♪ ♪夜行列車♪ ♪夜行列車♪ ♪夜行列車♪
23：00～　ニュース・ラブレター 23：00～　ニュース・ 23：00～映画音楽 23：00～Coast line
0：００～　懐メロ特集 　　　　　ラブレター 0：00～懐メロ特集 0：00～　懐メロ特集

0:00 ５：００～　民謡特集 0：00～　懐メロ特集 5：00～　民謡特集 5：00～　民謡特集
4：00～　民謡特集

番組宛：bangumi@fm21.net    ＦＭ21宛：radio@fm21.net   TEL:098-876-0021      FAX:098-877-1118 2017/11/1
住所　　　浦添市前田1丁目54-1　　丸産業ビル7Ｆ

２４時間放送

節子の歌のアルバム

　☆☆☆☆☆☆　　朝　のニ　ュ　ー　ス　　☆☆☆☆☆☆（7：30～、8：15～）

昭和歌謡曲

いは薬局
イキイキ相談室

ネコと僕と水曜日

伊礼もとしの
身体にＳＵＮＱ

ＦＭ21音楽番組 伊礼もとしの
身体にＳＵＮＱ

Try to remember　Old Boy ＆ haruka

ＦＭ21音楽番組

おはよう！
ミッキー！(´▽｀)ノ

いやしの小部屋
てひぃら＆森山一

浦　添　市　の　お　知　ら　せ　　（月～金　１０：５５～）

ＦＭ21音楽番組 AOIのHappy スカイブルー

FM21音楽番組

コミュニティープラザ コミュニティープラザ コミュニティープラザ コミュニティープラザ コミュニティープラザ

ＦＭ21音楽番組

黒川真一朗
がんばってます

サタデースペシャル
石川　丈浩

Colors of my life　 情報ピアッツァ
３局同時放送

ＦＭ21音楽番組 Qのひげ

ＦＭ21音楽番組

FM21音楽番組

どさんこ室田の
グイグイラジオ

松本和人                    宮城睦美

すてきな家庭めんそーれ

SDFアワー

小嶺享平の健康談議 OLDIES BUT　GOODIES

Ｂ型ラジオ

天女　羽衣の舞

FM21音楽番組

オーソレＭＩＹＯ

クロス★ｒａｄｉｏ

沖縄防衛情報局

You Spec　

クロスオーバー・セブンサーティ


