いざ！という時の電話番号
119
110
118
189
188
171
117
177
113
104
115

帯広警察署
火事・救助・救急車
25-0110
帯広市役所
警察への事件・事故の急報
24-4111
音更町役場
海上の事件・事故の急報
42-2111
幕別町役場
児童相談所虐待対応ダイヤル
54-2111
芽室町役場
消費者ホットライン
62-9721
十勝総合振興局
災害用伝言ダイヤル
26-9005
帯広市急病テレホンセンター
時報
26-1099
帯広市休日夜間急病センター
38-3700
天気予報
十勝歯科医師会歯科保健センター
25-2172
電話の故障
0120-20-8699 北海道救急医療情報案内センター
番号案内
011-221-8699 （携帯・PHS からは）
電報のお申込み

TIME

TABLE
2021.10〜

有限会社

〒080-0802
帯広市東 2 条南 11 丁目 1
TE L：(0155)25-5770
FAX：(0155)24-6699
mail : fm761@fmwing.com
WEB : www.fmwing.com

丸屋仏壇店

帯広市東３条南５丁目19番地
電 話 （0155）
２３−４６４４

FMウイングでは放送ボランティアを募集しています。
「市民がつくる市民のラジオ」のキャッチフレーズで開局した FM ウイング（おび
ひろ市民ラジオ）は、たくさんの放送ボランティアに支えられて運営しています。
活動の内容は市民パーソナリティの他、技術（ミキサー操作）や企画、音源整理
イベントサポートなどさまざま！あなたの生活にぜひラジオライフを加えてみま
せんか？

毎回スタジオにゲ
ストをお迎えし、
生演奏で土曜の午
後を彩ります。演
奏家さんも随時募
集中！

毎週土曜
14時24分〜14時50分
十勝の演奏家のみなさん、
五十嵐ともこ、出田直正

第１土曜
14時00分〜14時10分
がん患者・家族の支援会 Enn
古城剛、五十嵐ともこ、出田直正

Saturday
Relax Trax

ウイング学園放送部

帯広市西5条南13丁目11
0155-21-5506

第２土曜
12時00分〜13時00分

AM11：00〜PM7：00
火曜日休み

渡部慶佐男

出田直正

毎週月曜〜木曜
12時00分〜14時00分

帯広のYouTuber エキロランが繰り広げる新番
組がスタート！映画やアニメのおススメ情報、
十勝の美味しい楽しい話題を紹介しながら楽し
くお届けします！メッセージも待ってるよ〜。

帯広市大通南９丁目17番地

☎０１５５−２３−４３２２

月〜土 ９時30分〜18時30分
日・祝 10時〜17時

まずはご相談下さい！

60 年代・70 年代の洋楽を、毎週特集を組
んでお届けしています。リクエスト大歓迎
です！！再放送は日曜午後 3 時半から。懐
かしい洋楽を楽しみませんか？

出田直正のイズトラックス
（略してイズトラ！）

イベントのお知らせや十勝の
オススメ情報を掲載！

ラルジュはせがわ

駐車場有

パーソナル運動指導 ・ 背骨矯正 ・ 腰痛解決講座

11時15分〜11時30分

10時30分〜10時40分

豆作の
「のったり俳句ひねもーす」

毎週月曜から木曜まで、あんな人からこんな
金曜ポコペン内コーナー
金曜ポコペン内コーナー
人までいろいろなゲストが登場！十勝の話 「ホッシーナの健康ほっし〜な♪」 「あいうえお的リサイクル生活」
題からお天気まで生放送でお送り致します。
第 3 金曜
何が飛び出すかは聴いてからのお楽しみ！
第 2・4 金曜
金曜ポコペン You Tube チャンネル！ 12時00分〜13時00分
ラジオとの連動動画に生配信もやって
エキロラン
（はやと・ゆうだい・たかと）
ます！

Ｌサイズショップ

小林健康塾

佐藤拓也、佐々木源市、
田中沙季

ホシナサオリ、佐々木源市、
田中沙季

毎週土曜
7時30分〜8時00分

ダーイケのいきものだらけ！は、ダーイケが
気になる環境、お招きしたゲストの係る環境
をテーマに、幅広く環境を知るキッカケ、考
えるキッカケを作るトーク番組です！

第３土曜

営業時間：月曜日〜金曜日
11：30〜19：00（売切れ御免）
日曜日
12：00〜19：00（売切れ御免）
定休日：土曜日

帯広市東14条南４丁目

Wondering
MusiC!

毎週土曜
8時00分〜9時00分

池田大祐

笑って！
エキロランっ

Nikusuke

帯広市西 1 条南 8 丁目
たい焼き工房広小路店内
電話：0155-29-2975

090-8900-4734

十勝の小学生〜大学生による学生番組！今
の学校事情や日々の生活のこと、学生らし
くフレッシュにお届けしています。部員も
募集中！一緒にラジオでお話しましょう♪

豚飯屋

ファインナンシャル・プランナーズＬＬＰ

RUM、やや、
わかめ、ちはる

毎週月曜
19時00分〜20時00分

安田豆作、春菊、シルマ☆

毎週金曜
20時00分〜20時30分

AM11:00〜
PM10:00
火曜日休み

帯広市清流西４丁目１番地９
☎090-7659-2681
保険の見直しや
ライフプランなど
ご相談下さい。

その日の番組紹介や WING 日々の
つぶやきを UP!「＃番組名」での
投稿もお待ちしてます！

コーヒーと
お食事の店

ウイングドラマ班から届くメッセージを交えて
の毎度熱い（！）ドラマトークや、道新コラムか
らの「考えさせられる〜！」お話も。前半はフロー
モーション髙坂さんとお送りしています。

らいらいながまさ

佐藤店長＆源さん
のノリノリコンビ
で、リサイクルシ
ョップあいうえお
のお得情報も関係
ない情報もお届け
中！笑

耳ケアサロンみみ
っくす代表ホッシ
ーナさんから、健
康に関するあれや
これを聞いてラジ
オで楽しく健康ラ
イフ♪

ダーイケの
いきものだらけ！

tel.0155
66-9399

佐久間 正
第２木曜日 18:30〜出演中！

ラジオの電波に俳句を乗せてラジオの前の
あなたと共に五七五のリズムに乗って、
のっ
たりゆっくりじっくりと俳句を楽しむ番組。
俳句と音楽のハイブリッドエンタメ番組⁉

FM WING 公 式 SNS を Check

髙坂光尚、門馬ひかり

帯広在住キーボディストらいらいながまさが
北海道十勝の音楽シーンとカルチャー、それ
に纏わる全国の多様なヒト・モノ・コトにつ
いて掘り下げる１時間。お楽しみください！

Saturday
Relax Trax

帯広で活動している『道東ビートルズ』の
メンバーが、ビートルズの音楽の良さを、
いろんな角度から紹介する番組です。トー
クも満載。ぜひ、お聴きください。

ホーリーズ
帯広市西 16 条
南35 丁目 2‒10

何ン田研二の
なんだかんだ行っても北海 DO〜

毎週土曜
9時00分〜11時50分

道東ジョン、道東 GM

info@nextonehouse.net
帯広市西11条南13丁目3番5号

毎週木曜

髙坂光尚、門馬ひかり

第３・４・５木曜
20時30分〜21時00分

毎週土曜
9時00分〜11時50分

tel:0155-23-2828

https://ikasu-house.com/

16時00分〜16時45分

Nikusuke

豚飯屋

AM11：00〜PM7：00
火曜日休み

帯広市西5条南13丁目11
0155-21-5506

ウイングドラマ班から届くメッセージを交えて
の毎度熱い（！）ドラマトークや、道新コラムか
らの「考えさせられる〜！」お話も。前半はフロー
モーション髙坂さんとお送りしています。

毎回スタジオにゲ
ストをお迎えし、
生演奏で土曜の午
後を彩ります。演
奏家さんも随時募
集中！

溢れる毎日

リノベ専門店
いかすハウス

何ン田研二、ゆうちゃん

土曜午後の
土曜午後の
茶飲みともこ内コーナー 茶飲みともこ内コーナー
「つがやす歯科医院プレゼンツ つなぐ時間」 「演奏家さんいらっしゃい」

ウイング学園放送部

複合施設つがハウス
を拠点とする「つな
ぐ・らぼ 帯広」の活
動について紹介して
います。

本別町在住のものまねタレント 何ン田研二さん
の番組がスタート。友人・知人をスタジオに呼
んだり勝手に電話を繋いだり！? 本別の魅力を紹
介しつつ今日も展開が読めない 45 分間です。

第２土曜
12時00分〜13時00分

毎週土曜
14時24分〜14時50分
十勝の演奏家のみなさん、
五十嵐ともこ、出田直正

ワクワクが

道東ビートルズが
やってきた！ヤア！

土曜午後の
土曜午後の
茶飲みともこ内コーナー 茶飲みともこ内コーナー
「つがやす歯科医院プレゼンツ つなぐ時間」 「演奏家さんいらっしゃい」

安田豆作、春菊、シルマ☆

第３・４・５木曜
20時30分〜21時00分

RUM、やや、
わかめ、ちはる

コーヒーと
お食事の店

Radio
JUKE BOX

AM11:00〜
PM10:00
火曜日休み

tel.0155
66-9399

ホーリーズ
帯広市西 16 条
南35 丁目 2‒10

info@nextonehouse.net
帯広市西11条南13丁目3番5号
https://ikasu-house.com/

溢れる毎日
ワクワクが

tel:0155-23-2828

リノベ専門店
いかすハウス

０１５５−２３−４５２３

複合施設つがハウス
を拠点とする「つな
ぐ・らぼ 帯広」の活
動について紹介して
います。

帯広市西 1 条南 8 丁目
たい焼き工房広小路店内
電話：0155-29-2975
（LO22:30）

テイクアウト
も
OK！

ラジオの電波に俳句を乗せてラジオの前の
あなたと共に五七五のリズムに乗って、
のっ
たりゆっくりじっくりと俳句を楽しむ番組。
俳句と音楽のハイブリッドエンタメ番組⁉

第１土曜
14時00分〜14時10分
がん患者・家族の支援会 Enn
古城剛、五十嵐ともこ、出田直正

道東ビートルズが
やってきた！ヤア！

毎週土曜
8時00分〜9時00分

道東ジョン、道東 GM

十勝の小学生〜大学生による学生番組！今
の学校事情や日々の生活のこと、学生らし
くフレッシュにお届けしています。部員も
募集中！一緒にラジオでお話しましょう♪

帯広市西1条南10丁目2
18〜23時 日
・月曜定休
17〜24時
日曜定休

本別町在住のものまねタレント 何ン田研二さん
の番組がスタート。友人・知人をスタジオに呼
んだり勝手に電話を繋いだり！? 本別の魅力を紹
介しつつ今日も展開が読めない 45 分間です。

FM WING 公 式 SNS を Check

16時00分〜16時45分

何ン田研二、ゆうちゃん

帯広で活動している『道東ビートルズ』の
メンバーが、ビートルズの音楽の良さを、
いろんな角度から紹介する番組です。トー
クも満載。ぜひ、お聴きください。

Ｌサイズショップ

営業時間：月曜日〜金曜日
11：30〜19：00（売切れ御免）
日曜日
12：00〜19：00（売切れ御免）
定休日：土曜日

毎週木曜

佐藤店長＆源さん
のノリノリコンビ
で、リサイクルシ
ョップあいうえお
のお得情報も関係
ない情報もお届け
中！笑

テイクアウト
も
OK！

帯広市大通南９丁目17番地

ラルジュはせがわ

何ン田研二の
なんだかんだ行っても北海 DO〜

耳ケアサロンみみ
っくす代表ホッシ
ーナさんから、健
康に関するあれや
これを聞いてラジ
オで楽しく健康ラ
イフ♪

豆作の
「のったり俳句ひねもーす」

帯広市西1条南10丁目2
18〜23時
・月曜定休
17〜24時 日
日曜定休

帯広在住キーボディストらいらいながまさが
北海道十勝の音楽シーンとカルチャー、それ
に纏わる全国の多様なヒト・モノ・コトにつ
いて掘り下げる１時間。お楽しみください！

11時15分〜11時30分

佐藤拓也、佐々木源市、
田中沙季

０１５５−２３−４５２３

らいらいながまさ

10時30分〜10時40分

ホシナサオリ、佐々木源市、
田中沙季

60 年代・70 年代の洋楽を、毎週特集を組
んでお届けしています。リクエスト大歓迎
です！！再放送は日曜午後 3 時半から。懐
かしい洋楽を楽しみませんか？

（LO22:30）

笑って！
エキロランっ

毎週月曜
19時00分〜20時00分

その日の番組紹介や WING 日々の
つぶやきを UP!「＃番組名」での
投稿もお待ちしてます！

Wondering
MusiC!

渡部慶佐男

ダーイケの
いきものだらけ！

第３土曜

佐久間 正
第２木曜日 18:30〜出演中！

12時00分〜13時00分

☎０１５５−２３−４３２２

帯広市清流西４丁目１番地９
☎090-7659-2681
保険の見直しや
ライフプランなど
ご相談下さい。

毎週月曜から木曜まで、あんな人からこんな
金曜ポコペン内コーナー
金曜ポコペン内コーナー
人までいろいろなゲストが登場！十勝の話 「ホッシーナの健康ほっし〜な♪」 「あいうえお的リサイクル生活」
題からお天気まで生放送でお送り致します。
第 3 金曜
何が飛び出すかは聴いてからのお楽しみ！
第 2・4 金曜

毎週土曜
7時30分〜8時00分

毎週金曜
20時00分〜20時30分

月〜土 ９時30分〜18時30分
日・祝 10時〜17時

ファインナンシャル・プランナーズＬＬＰ

出田直正

Radio
JUKE BOX

池田大祐

駐車場有

090-8900-4734

毎週月曜〜木曜
12時00分〜14時00分

金曜ポコペン You Tube チャンネル！
ラジオとの連動動画に生配信もやって
ます！

（店舗北側 タイムズ24の駐車券をご用意しています）

帯広市東14条南４丁目

エキロラン
（はやと・ゆうだい・たかと）
帯広のYouTuber エキロランが繰り広げる新番
組がスタート！映画やアニメのおススメ情報、
十勝の美味しい楽しい話題を紹介しながら楽し
くお届けします！メッセージも待ってるよ〜。

小林健康塾

出田直正のイズトラックス
（略してイズトラ！）

イベントのお知らせや十勝の
オススメ情報を掲載！

まずはご相談下さい！

ダーイケのいきものだらけ！は、ダーイケが
気になる環境、お招きしたゲストの係る環境
をテーマに、幅広く環境を知るキッカケ、考
えるキッカケを作るトーク番組です！

パーソナル運動指導 ・ 背骨矯正 ・ 腰痛解決講座

（店舗北側 タイムズ24の駐車券をご用意しています）

Wednesday

5

8

9

ファイティン!
シネマステーション
（再）

Wondering MusiC！
（再）

FIRST

サウンドミュージアム
（再）

色んな音楽
（再）or
道東ビートルズ（再）

TRAX

８：20〜塗装のススメ！
（第１）

（月〜木）
田中沙季・
（金）
出田直正

Thursday

9：00〜WING NEWS
（月〜金）
9：10〜ミントおじさんの
9：15〜週刊プラスワン
朝からそれかい

10：40〜給食だより

Ｊａｚｚを感じる実行委員会
（再）

（隔週）
9：15〜まいぷれ聞いてって！

9：30〜おしえてください

9：30〜おびひろ広報メモ

9：30〜防災ガイド

10：00〜音楽ゾーン

10：00〜ループザ十勝

10：00〜ゆうすけの釣りにまつわる
エトセトラ

10：40〜給食だより

10：40〜給食だより

金

Friday

FM

12

13

WING

MUSIC

10：40〜給食だより

LINE

FM

14

WING

MUSIC

Don't Trust Over40

〜午後7時のWILD BOY〜

（再）

Ｒadio ＪＵＫＥ BOX

8：20〜ゲッツ！生き生きライフ！

豆作の
「のったり俳句ひねもーす」

8：40〜いずっしーと石井キュンの
イズイズキュンキュンスポー
ツフラッシュ！
9：15〜エコパへGO！(第1)
アンリさんの
シネマパラダイス(第2・第4)
幕別町百年記念ホール(第3)
9：30〜おびひろ広報メモ

金曜ポコペン!
●10時台

佐々木源市・田中沙季

・10：30〜ホッシーナの健康ほっし〜な♪

ラジオで絵本

15

Mondayマルシェ

Fun Music Dreams！

16

・11：10〜今月は誰だ！星座占い☆（第１）
・11：15〜上士幌だより（第1）
・11：30〜突撃！ますやパン

木曜レギュラー
加藤誠一、中岡千香子（第1）
星野砂里（第2）
Mokkun、左藤優（第3）
清水マチ子、珠美ママ（第4）

第2週 スポカルラジオ！

●12時台（街頭放送もしています）

18

（第2・第4）

18：30〜マコトに勝手ながら

19

Wondering MusiC！

KanaeのHummingbird

何ン田研二の
なんだかんだ行っても北海DO〜

20

食KING食QUEEN十勝

21
↓

4

松永やすしでございます！
or
うのっちのイッツ和
スモール輪ールド

サウンドミュージアム

おしゃべりアザラシ

やぶ田秀行の麦わら帽子
or
simple life tokachi

金曜ポコペン! (再)

佐々木源市・田中沙季

●10時台

・10：00〜タカサカさんも考えさせられるコラム ●10時台
・10：30〜まるっとお見通しだ！
・10：15〜アートの時間
ポコペン心理テスト（第３）
・10：40〜給食だより

●11時台

・11：00〜いずっしーの十勝ラブリー

第1週 畜大me＋you会議
第2週 ウイング学園放送部
第3週 笑って！エキロランっ
第4・5週 MUSIC LINE

・11：15〜あいうえお的リサイクル生活（第３）
ぷれいおん・とかち（第４）
・11：30〜突撃！ますやパン

●12時台

・12：０0〜ポコペン迷作劇場
・12：20〜はがちゃんの
（第３）
SDGs半端ないって！
北海道和種馬を知ろう（第５）
・12：40〜まち放送局インフィメーション
五十嵐ともこ・出田直正 ・12：45〜よいこはマネしなさい（隔週）

第2･4週
堂々モノノフ宣言！
第1・3・5週
ＭＵＳIC LINE

Radio JUKE BOX（再）

万里慧の十勝っ子2年生

オマチマンとツマチマンの
オマツマサンデー！
(再)

やぶ田秀行の麦わら帽子
（再）
or
simple life tokachi（再）

17：15〜リハモ 岩本先生（第３）
アシベ渕根章さん（第４）

トカチッタ・アーダコーダ
第１土曜日に生放送！

ラジオで絵本(再)

ダーイケのいきものだらけ！
（再）
まっちゃん・りりちゃんの
あらまーラジオ！
（再）

17：40〜お酒でほのぼの日和（第３）

11

12

13

14

15

16

17

18：00〜けんじとひかりの演歌一筋

食KING食QUEEN十勝
（再）

MUSIC LINE

18：30〜おびZOOにズームイン（第1）
八所さん＆佐久間さん（第2）
まるまるアニマル（第3）
ボードゲーム見聞録（第4）

Ｊａｚｚを感じる
実行委員会

10

（第２〜第５）

・14：00〜つがやす歯科医院プレゼンツ
つなぐ時間（第１）
●14時台
キッズステーション（第４）
・14：00〜 石井キュンのおじゃましまキュン
・14：24〜街の演奏家さんいらっしゃい
・14：4０〜ウィークエンドウェザーインフォメーション ・14：20〜 ポコペン川柳合戦

道新 WEEKLY NEWS CLIP

十勝もぐもぐ実験室（第4）

9

●14時台

・14：00〜石井キュンのおじゃましまキュン
・14：20〜ポコペン川柳合戦

りんご先生の元気にな〜れ！

18：00〜木曜PARTY NOW！

オマチマンとツマチマンの
オマツマサンデー！

●13時台

バニーの
それでもいいんじゃな〜い

17：15〜ばんえい競馬 トークでGO

8

●13時台

十勝応援！
トカチェキＲａｄｉｏ

わくわくドライブライフ（第2）

・9：10〜エンタメニュース
・9：20〜今週のドラマ
・9：50〜今週のお買い得

DANCE FREAK SHOW
(再)

●13時台
・13：０６〜茶茶っとインフォメーション
・13：00〜岡書〜午後のひととき〜
・13：20〜つがやす歯科インフォメーション ・13：00〜岡書〜午後のひととき〜
・13：20〜イベント掲示板
・13：30〜池田町地域おこし協力隊（第1）
・13：20〜イベント掲示板
・13：25〜銀さん源さんのこれから峠（第１）
山越え谷越え人生いろいろ（第2） ・13：25〜オビビ サテライトトーク（第３）
十勝おもしりミュージアム（第２）
ひもとーくトカプチ（第3）
十勝建築ロマン紀行（第４）
年寄り耳よりいい話（第４）
・13：40〜青空と大地の話（第１・第３）
・13：４０〜守成クラブ帯広プレゼンツ
●14時台
「ラジオでバンバン！」
（第２・第４）

ケアフルエブリデイ

17

●9時台

7

土曜午後の茶飲みともこ

マリーンの音楽大好き！

EVENING TRAX （月）石井省吾＆kanae・（火〜金）門馬ひかり

髙坂光尚・門馬ひかり

第3週FMピパウシ
二風谷発、
アイヌ語放送

・12：20〜Let's！献血（第1）
噂の十勝マガジン！
（第２）
・12：40〜まち放送局インフォメーション
・12：45〜よいこはマネしなさい（隔週）
・12：50〜ますや食べよう！

えりな＆ぬまっちの
3時だよ！全員集合！

17：15〜 札幌のせいちゃん（第1）
17：15〜下川さんの今夜のおかず
17：15〜夕暮れ結さんぽ（第1）
ボーノボーノ
さとうゆうのMusic for U！
（第2）
まるっといかすハウス（第2）
行政書士会さんに聞きたいアレコレ（第3）
あやしい森（第3）
17：40〜中継どうでしょう
ルーシーの恋する英会話（第4）
発酵キッチンへようこそ（第4）
17：40〜ようこそいずっしーランド
18：00〜マンデーナイトキャップ
18：00〜うちの子めんこい！
（第1・第3） 18：00〜ラジカラ選手権
18
：
30〜火曜ハヤカナタイム
（第1）
NEW KONNO STYLE

Saturday Relax Trax

・11：00〜ゲストトーク

LINE

Sunday
6

●11時台

12：4５〜かが屋インフォメーション
水曜レギュラー
うりずん（第１）
寅ちゃん、六郎田瞳（第2）
村中孝幸、長谷川克夫（第3）
國安廣美、外崎馨（第4）

日

・10：40〜給食だより
●11時台
・10:45〜うさたんcaféインフォメーション

出田直正のイズトラックス
（略してイズトラ！）（月〜木）出田直正

12:23〜出来事あれこれ
（月〜木）
12:43〜十勝生活インフォメーション
（月〜木）
12: 51〜午後からのお天気(月〜木)
☆出田と愉快で心強い仲間たち
月曜レギュラー
火曜レギュラー ヒーロー
富永浩至（第1）
13：07〜たなっしーの
としぴー、たかぴー（第2）
とかち紅一本道（第1・第3）
竹下さとみ、yazz（第３）
お散歩フラフラ（第2・第4）
DJ.Boco、金田勝則（第４）

Saturday

5

（第２・第4）

11

土

ma i l : fm761@fmwing.com
FAX：(0155)24-6699
WEB : www.fmwing.com

SOUNDS

8：20〜理学療法士が伝えたい
知ると得する腰痛予防

8：20〜ぴかぴかデンタルクリニック
（第2・第4）

9：30〜おびひろ広報メモ
9：40〜とかちめぐり
（月〜金）
10：00〜ミュージックアート

10

木

FRESH

6
7

▲

水

▲

Tuesday

▲

火

▲

Monday

▲

月

▲

▲

いつも そばに もしも そこに ラジオ WING 76.1 MHｚ 大きな災害が発生した時にはあなたの命を守る情報を放送します。

Don't Trust Over40
〜午後7時のWILD BOY〜

松永やすしでございます！
（再）
or
19
うのっちのイッツ和
スモール輪ールド
（再）

E-MAIL
wildboy@fmwing.com

DANCE FREAK SHOW

ファイティン！
シネマステーション

ダーイケの
いきものだらけ！

第1･2週色んな音楽
第3･4･5週道東ビートルズ

まっちゃん・りりちゃんの
あらまーラジオ！

豆作の
「のったり俳句ひねもーす」
（再）

9：00〜17：00の放送を当日の21：00〜翌日5:00まで再放送
※事故・火災などは、FM WING事務所 （ 0155-25-5770 ） までご連絡ください。災害発生、
およびその恐れがある場合は番組内容を変更してお送りします。
※朝のＦＲＥＳＨ ＳＯＵNDS、日曜夜のＣＬＡＣＫ ＢＥＡＴについてはインターネット放送を行っていません。
ご了承下さい。
※メッセージを送る際は、代表アドレスfm761@fmwing.comに番組名を書き添えてお寄せ下さい。
※注意報・警報発表などの気象情報・交通機関の運行の乱れ、交通事故などによる道路渋滞や交通規制等は、情報が入りしだい随時お伝えします。

18

おしゃべりアザラシ
(再)

20

Fun Music Dreams！
(再)

21

22：4５〜

CLACK

BEAT

↓

4

道東唯一のうさぎ専門カフェ！

うさたん
Cafe

高級リネン素材
自然が生んだ快適マスク！
・保温・消臭・抗菌

2way マスク
（2 重マスクされる方必見！）
※感染対策強化
・1枚でも2重マスクでも
苦しくない！
・見た目スッキリ！
・営業職、報道関係者に人気

帯広市西13条南17丁目1番地35
土日祝日11：00〜17：00
（LO16:30)
触れ合いルームは予約制

♪岡書イーストモール店にて
販売中〜！
TEL・FAX：0155-67-1226

0155-67-6316（みやざわ事務所）

!

オンラインショップはこちらから
好評 →ノーソーイングトップ

!

