
16:30  ［月］ きょうさいステーション
　　　　（姫路市中小企業共済センター）
16:35  ［火～木］ 全国ニュース/エリア天気/交通情報
16:44  ［月］ 交通情報
16:45  パーソナリティメニュー
17:15  全国ニュース
　　　　/エリア天気/交通情報
17:23  姫路市からのお知らせ（姫路市）
17:30  わが町・元気（姫路市）
17:41  ［月・水］ 美シティ・インフォメーション（姫路市）
17:45  交通情報
17:47  ［月］ ひめじ文化情報（姫路市文化国際交流財団）
18:05  ひめニュース（グローリー）/エリア天気/交通情報
18:15  スポーツニュース

16:10  大きなニュース＆気になるニュース
16:15  ゲストコーナー TV

レギュラーゲスト
［第1週 月］ サポステ元気マンデー
　　　　　 （ひめじ若者サポートステーション）
［第2・4週 月］ ジュニアコーチングのプロに訊く！ 
　　　　　 子育てQ&A（協力：こども成功塾）
［第1・3週 水］ 魁！！播磨塾 （播磨塾） 
［第2・4週 水］ 調査士のモノサシ
　　　　 　（兵庫県土地家屋調査士会 姫路支部） 
［4・6月 第1週 木］ ほんまにええとこかみかわ
　　　　　 （神河町観光協会）
［第2週 木］ ラジオ診察室
　　　　 　（協力：中谷病院） 

13:05  わが町・元気（姫路市）
13:15  　 飛び出せ！まちの元気人（姫路市）

14:00  パーソナリティメニュー
14:15  ［月・水］ GENKI79.3インフォメーション
　　　　［火・木］ ふれあいリポート７９．３（街の話題をリポーターがお届けします）
　　　　（火：週替わり　木：［第1・3週］ 平野あゆみ、［第2週］ 堀内由美、［第4週］ 田中杏樹子）
14:30  ひめニュース（月：濱中製鎖工業  水：三相電機）/エリア天気（播州信用金庫）
14:36  姫路市からのお知らせ（姫路市）
14:39  交通情報
14:41  ［月・水］ 播磨タウンインフォメーション（西播磨の話題を発信!）
　　　

TV［月・火］ 元気な市民が登場
［水］ 公民館探訪（田中杏樹子）
［第2週 水のみ］ 生涯現役な人
［木］ イベント・音楽会

10:10  GENKI告知板　［火］ イオンインフォメーション（イオン）
10:15  ひめニュース（水～木：イオンクレジットサービス）
　　　　/エリア天気（月～水：神明）/交通情報
10:23  　 うふふな生活（マックスバリュ西日本）

10:35  街角トピックス（朝のゲストコーナー）
10:45  パーソナリティメニュー
11:05  くらし安全ガイド
　　　   ［月］ 知ってる！？司法書士
　　　　（兵庫県司法書士会姫路支部）
11:15  わが町・元気（姫路市）
11:25  交通情報
11:30  ひめニュース（火：信栄運輸）/エリア天気
11:36  姫路市からのお知らせ（姫路市）
11:40  元気な笑顔・子供の笑顔（イオントップバリュ）
11:46  おいしいお話（火・木：関西電力）

TV

創業30周年を迎えたマックスバリュの
お店からお得な情報をご紹介

MON TUE WED THU FRI
元気はつらつ歌謡曲

クラシックガーデン

（梅いちばん 井グチ）

エンカな時間（再）

牛尾淳

はちゃめちゃアワー（再）

佐々木ともみ

GROOVE ROOM（再）

HARIMA BEAT CROSSING

JAM THE WORLD

野中英紀

～眠れぬ夜のおともに。時代を問わず愛される演歌・歌謡曲を夜明けまで
　ノンストップでお届けします。過去3年ぐらいの間から選曲します。

ミュージックライブラリー
［月～水 夜2:00～5:00］

3:00  GENKIショップガイド
4:00  GENKIショップガイド

3:30  チータdeマーチ
4:00  元気はつらつ歌謡曲

歌謡・演歌ヒットパレード［木 夜1:00～5:00］

RADIPEDIA

～演歌ファンにはたまらない
　おもしろ番組をたっぷりと

～演歌・歌謡曲の最新曲を週替りでお届けします

～金曜日午前10時～の番組を2時間分
　再放送。夜の心をフォーク&ニュー
　ミュージックが癒してくれます。

※毎月第2月曜日　午前0時より6時まで、放送機器メンテナンスのため放送を中止いたします。
※番組内容・スケジュールは変更する場合があります。また、警報発表時や災害時などには番組を中断して、災害情報を放送します。予めご了承ください。

FMゲンキ（姫路）のインターネット放送 
（サイマルラジオ）対応の自社制作番組 
J-WAVE（東京）の制作番組 

演歌ステーション

歌謡・演歌ニューディスク［木・金 23:58～1:00］

［5:00～6:00］～演歌・歌謡曲ファンに贈る歌のガイダンスです（隔週更新）

津田大介 堤未果 竹田圭吾 八塩圭子

DJ RIGO & Sophie TOMOKO & 
DJ TAKUMA

GENKI暮らしの情報部

［月］ 山下智子　
［火］ 千葉恵美
［水］ 寺井美奈子
［木］ 楠田エミ

松井えり

ふるさとげんき交流館

GENKIモーニングワイド

［月］ ギリギリ! 涼ちゃんねる
［火］ MORNING K-STYLE
［水］ えり珂の HAPPY 7to9
［木］ キラっとまんまるラジオ
［金］ 渡辺真里のおはよーいドン!

藤井涼
梶原良太
仲山えり珂
西口紗矢
渡辺真里

小金沢昇司・椎名佐千子 山内惠介 山川豊・上杉香緒里 若山かずさ松原のぶえ・内藤やすお

［月・火］ 三宅一美　［水・木］ 中村佐織

GENKIごきげんサテライト

～昭和の名曲から
　最新の演歌まで

飛び出せ！ まちの元気人（再）

3:00  GENKIショップガイド
4:00  GENKIショップガイド

SMILE & SMILE（第一部）

［13:00～15:00］藤野ゆり

  8:05  イベント情報
  8:15  わが町・元気（姫路市）
  8:30  全国ニュース/エリア天気
  8:36  姫路市からのお知らせ（姫路市）
  8:39   交通情報
  8:45  童話でほのぼの
  9:05  イベント情報
  9:15  ひめニュース/エリア天気
  9:21   交通情報
  9:27  ふるさと自慢
  9:45  わが町・元気（姫路市）
10:00  あのね帳
10:15  生き生きガイド（姫路市）
10:30  ひめニュース/エリア天気
10:36  姫路市からのお知らせ（姫路市）
10:39  交通情報

サンデーGENKI  No.1
［8:00～11:00］

［9:30～11:00］

西田理恵

［7:00～8:00］

藤野ゆり

［13:00～15:30］

［15:45～16:00］

吉岡崇

ファインミュージックアワー

［16:00～17:00］

ロバート・ハリス

文化情報ひめじ

［11:00～11:30］

［11:30～12:00］

西口紗矢

［10:00～12:00］

［13:00～15:00］

［12:00～13:00］ ［12:00～13:00］

GENKIキッズパーク（再）

播磨タウンネット
［12:00～12:30］

［12:30～13:00］
［第1週］ しおかぜだより
［第2･4週］ 　　GENKIラジオクラブ
［第3週］ おわん島ステーション

ミュージックライブラリー ロック＆ポップスステーション［6:00～6:45］

GENKIキッズパーク
［12:00～12:30］

［12:45～12:55］

あゆたん

（姫路市文化国際交流財団）

（姫路市まちづくり振興機構）

KISS AND HUG

ミュージックライブラリー

演歌ステーション

演歌ステーション
［5:00～6:00］

大坂間仁のミュージックアベニュー
［6:00～6:30］

ミュージックライブラリー
［5:00～5:55］歌謡・演歌ヒットパレードハッピートーク

［6:00～7:00］

［18:00～18:30］（常盤堂製菓）

［第2週］ 手柄山ピースフルメッセージ
　　　　 （ユニオンシステム） 田口秀幸
［第3週 16：00～16：30］ 
　　　  ヨシくんの家族が幸せになる家づくり
　　　　  （モリシタ＠リフォーム）
　　  ［第3週 16：30～17：00］
　　　  演遊舎の気楽にのんびり日曜劇場
［それ以外］ 気まぐれ日曜日　津雲あおい・フーセンさん

TOKYO CONCIERGE
八木亜希子

GROWING REED
岡田准一

Sascha

13:05  わが町・元気（姫路市）
13:10  交通情報
13:15  飛び出せ!まちの元気人（姫路市）
14:00  姫路市からのお知らせ（姫路市）
14:03  ひめニュース/エリア天気/交通情報
14:15  パーソナリティメニュー
14:30  ぶらっと♪まちナビ（再）
　　　　（姫路市まちづくり振興機構）  田中杏樹子
14:45  兵庫の天気と行楽地情報
14:48  交通情報

The Players

BODY AND SOUL

MUSIC HYPER MARKET

市長のサンデートーク（再）
［17:00～17:10］（姫路市）

わが町・元気
ミュージックライブラリー

［17:30～17:35］（姫路市）

［17:45～18:00］

［19:00～21:00］

［21:00～］

毎月第4週はイーグレひめじから公開生放送！
メッセージ＆リクエスト　869＠banban.jp

GROOVE ROOM
DJ RIGO & 
Sophie TOMOKO & 
DJ TAKUMA

［19:00～20:00］
エンカな時間

牛尾淳［19:00～20:00］

SMILE & SMILE（第二部）
GENKIサンデーリクエスト

ラジネットひょうご
［15:30～15:35］（姫路市）わが町・元気

サンデースペシャル Ⅰ

［17:15～18:00］
［第2・4週］ 夕暮れナウナウ（各社協賛）
［第1・3週］ 姫ら～、グルメ応援隊！
　　　　　 （姫路・播磨、らーめん・点心応援会）

サンデースペシャル Ⅱ

VINTAGE GARAGE

市長のサンデートーク
［12:45～13:00］GENKIインフォメーションBOX

10才! 2ぶんのおとな団（再）

YOUR WAVE MAKES THE WORLDSOUNDS OF STORY

GROOVE ROOM（再）

ジンケトリオ
GENKI真夜中セレクション

［1:00～6:00］

［15:00～16:00］
MUSIC

,
S YELL

～心を動かす音楽を～（各社）
［15:00～16:00］

［15:00～16:00］

［18:30～19:00］

DJ TARO
HELLO WORLD

［15:00～16:00］

ターザン山下

松井えり

（姫路市）

（中山養鶏）
ＦＭビーチステーション制作

 9:35   わが町・元気（姫路市）
10:00  ひめニュース（イオンクレジットサービス）
　　　　/エリア天気（イオンモール姫路リバーシティー）
　　　　/交通情報
10:15  10才!２ぶんのおとな団（常盤堂製菓）
10:45　交通情報

 8:30   姫路市からのお知らせ（姫路市）

WINK（姫路ケーブルテレビ）・CATVゆめさきでもおたのしみください。
0120-129-130［78.7MHz］ ［79.3MHz］TEL:079-336-0006

生放送

［7:00～9:00］
生放送

生放送

生放送

生放送

～被災地と全国をつなぐ番組

ミュージックライブラリー
70&80'sセレクション

［9:00～9:55］ 声のたより
［9:00～10:00］

森弥生・南光・水野かおり
（週替わり）

三浦紘朗
ミュージックプロムナード
［第1・3・5週］

中島小織

ぐるぐる
ミュージック
ジャーニー

GENKIラジオクラブ
サウンドパラダイス
［第2週］

三浦紘朗

ミュージック
プロムナード（再）
［第1・3・5週］
きんぷくオキドキ
ナイト！（再） ほか

10:07  あの日のひめニュース
10:15  ひめニュース（イオンクレジットサービス）/エリア天気/交通情報
10:23  ようこそ姫路・わたしのまち
10:35  街角トピックス
11:00  ミュージックマルシェ（ヒガシマル醤油）
11:15  わが町・元気（姫路市）
11:25  交通情報
11:33  エリア天気
11:36  姫路市からのお知らせ（姫路市）
11:40  元気な笑顔・子供の笑顔（イオントップバリュ）

12:45  トクトク情報
12:55  GENKI ショップガイド

 11:15  わが町・元気（姫路市）
 11:25  GENKI ショップガイド
 11:30  姫路市からのおしらせ（姫路市）
 11:35  ［第1週］ 昼時四方山話 坪田慎一

 5:55  GENKI ショップガイド

 6:00  最新ヒット歌謡  6:30  USENへようこそ

ミュージックライブラリー［2:00～5:00］
歌謡・演歌ヒットパレード

（23：58頃～曲目紹介　24：00～音楽放送）

ポッドキャスト

夕方交差点ＧＥＮＫＩもって来い！
ザ・ベスト10

［16:00～18:30］ 池田淳子
16:15  ［第1･3･5週］ ゲストコーナー
　　　　［第2･4週］ こんにちは中播磨県民局です（兵庫県中播磨県民局）
16:35  全国ニュース/エリア天気/交通情報
16:45  ハマソン
17:15  全国ニュース/エリア天気/交通情報
17:23  姫路市からのお知らせ（姫路市）
17:30  わが町・元気（姫路市）
17:41  美シティ・インフォメーション（姫路市）
17:45  交通情報
17:47  ひめじ文化情報（姫路市文化国際交流財団）
17:50  いけじゅんのミュージックイズ
18:05  ひめニュース（グローリー）/エリア天気/交通情報
18:15  スポーツニュース

生放送

13:15  全国ニュース/エリア天気
13:21  姫路市からのお知らせ（姫路市）
13:24  交通情報
13:30  わが町・元気（姫路市）
14:15  交通情報
14:25  姫路市からのお知らせ（姫路市）
14:30  ひめニュース（山野印刷）/エリア天気（播州信用金庫）
14:45  交通情報
15:00  ベトナム語ラジオ放送（姫路市文化国際交流財団）
15:10  ひめニュース（グローリー）/エリア天気/交通情報
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三谷幸喜＆清水ミチコMAKING SENSE

あの日のときめき
カフェテラス（再）

［第1週］ Moonlight Times（Ｂｉｌｌｙ）　
［第2週］ サコのプラトニックLOVE（サコ）／アニキに訊け！（健二郎）
［第3週］ JAM TALK JAM（吉川彈）
［第4週］ 百人の哲学（百人の哲学委員会）

ぶらっと♪まちナビ
しんちゃんのE～たまご
播磨音景色

GENKIショップガイド［9:55～10:00］

GENKIショップガイド［6:55～7:00］

MOSAIC NIGHT Ⅱ （延長あり）

MOSAIC NIGHT Ⅰ

［第1・3週］ 県大アワー（チームキャンパスボイス）
［第2週］ ミュージックライン（兵庫大学音楽放送研究会）
　　　　［第4週］ GOSPEL WAVE（時久牧人）

GENKIキャンパスチャンネル

［6:00～8:00（途中終了）］SHELLY

J-WAVE SPECIAL

サウンドプラネットAE-39

サウンドプラネットAE-36

播磨まるごと探検隊
竹辺美姫［13:00～15:00］

生放送

13:05  わが町・元気（姫路市）
13:15  飛び出せ！まちの元気人（姫路市）
　　　　お出かけ施設情報
14:00  ちょっと立ち止まって♪
14:15  テレフォン探検隊（話題のスポットに電話インタビュー）
14:30  ひめニュース/エリア天気
14:36  姫路市からのお知らせ（姫路市）
14:39  交通情報
14:41  土日はあなたが探検隊（イベント情報）

あの日のときめきカフェテラス
［10:00～12:30］

名定ひとみ
マイ プレシャス タイム
［8:00～9:00］

ラジオ文庫［9:00～9:30］

生放送

生放送

生放送

［15:00～17:30］藤野孝教
15:15  ゲストコーナー
15:45  交通情報
16:15  交通情報
16:30  全国ニュース/エリア天気
16:45  交通情報
17:05  ひめニュース（グローリー）/エリア天気（播州信用金庫）
17:11  姫路市からのお知らせ（姫路市）
17:15  交通情報（山野印刷）

ヒメジックフェーダー
生放送

サウンドプラネットBF-03

音楽放送サウンドプラネット

サウンドプラネットAE-34

サウンドプラネットCG-42
サウンドプラネットBF-03

生放送

生放送

ピストン西沢
DRIVE TO THE FUTURE

19:54　GENKIショップガイド

葉加瀬太郎
WORLD AIR CURRENT

19:54　GENKIショップガイド

20:54　GENKIショップガイド 20:54　GENKIショップガイド

鳥山雄司
23:54　GENKIショップガイド

22:54　GENKIショップガイド

21:54　GENKIショップガイド21:54　GENKIショップガイド

4月9日、 5月14日、 6月11日
0：00～6：00放送休止

はちゃめちゃアワー
［19:00～20:00］佐々木ともみ
19:30  いちばん星

［12:30～12:45］

ミュージックライブラリー

夕方交差点GENKIもって来い！

［月］ 藤本志保
［火］ 杉山ひろこ

［水］ 脇朱紀
［木］ 岸本雅美

［16:00～18:30］
生放送

生放送

（ミュージックアベニュ－）

1:00  アーティスト特集
3:00  週刊ミュージックスター

すきすき！ やんちゃザウルス
［12:00～13:00］

［11:00～12:00］

楠田エミ田中杏樹子

793＠fmgenki.jp
今、ききたい1曲をリクエスト！！

開局11周年記念
特別番組

（第1週更新・第2週再放送）

1
2
3
4

翌1
2
3
4

翌

GENKIラジオクラブ（市民スタッフ）GRC

［22:00～24:00］

［22:00～23:45］

GRC
［第1週］ 演劇DonDon（船戸香里）
［第2・4週］ あどりぶラジオ（シャインズ）
［第3週］ GENKIラジオクラブ

GRC

暮らしに安全を
総合防犯設備士 しまちゃんねる

（カギの１１０番／セキュリティハウス神姫）
［第2・4週 月曜日  9:00～9:15］

ツイッター&USTREAM連動
今すぐ
アクセス！
今すぐ
アクセス！

http://j-wave.co.jp

ランキングデータ提供：姫路レコード、毎日舎、ミヤコレコード、
　　　　　　　　　　TSUTAYA姫路広峰店（ ）

GRC

USTREAM動画TV

TV

TV

TV

TV

TV

SUNSAT

［2:00～2:05］
髙山真利のアニメで夜更かし！！

［第1・2週 土曜翌日］ すきすきやんちゃザウルス（再）

～J-WAVEのキッズ&ファミリー向け
　番組をFMゲンキからも

［第3・4週］ 落語の時間ですよ！

［第1・3週］

［第2・4・5週］

TV

NEW

NEW

NEW

NEW

月：兵庫信用金庫

日：オイシス

GRC NEW

朗読グループ ビイーンズ

堀江淳

火：JA兵庫西
木：松本工務店

週末の行楽情報はおまかせください！

時 報

時 報
ヤマトヤシキ

時 報

時 報

NEW

きんぷくオキドキナイト！
近畿医療福祉大学［第4週］

生放送

［第1・3・5週］ 

［第2・4週］大石くみ子

西田理恵・寺井美奈子ほか

姫路の元気を伝えた～い！

はりま☆マルカジリ

7:06  ［水］ ひめじ文化情報（姫路市文化国際交流財団）
　　　 ［木］ 姫路トピック
7:15  ひめニュース（月～水：姫路信用金庫）/エリア天気
7:21  姫路市からのお知らせ（姫路市）
7:25  交通情報
7:27  ［金］ 週刊釣り釣り情報
7:40  全国ニュース（月・水：西兵庫信用金庫）
7:45  姫路商工会議所インフォメーション
　　　（姫路商工会議所）
7:50  交通情報（月：姫路合同貨物自動車）
8:05  ［月］ とれたて裏芸能
　　　 ［水～金］ 朝刊ひろいよみ
8:08  ［金］ 交通情報/交通取締情報

8:10  ［月～木］ 交通情報/交通取締情報
　　　　　　　 （火：イオンディライト）
　　　 ［金］ 姫路観光インフォメーション
　　　 ～あなたもまちの案内人（姫路市）
8:15  パーソナリティメニュー
8:25  交通情報
8:30  ひめニュース（木：姫路農産流通センター）
　　　 /エリア天気（イオンモール姫路リバーシティー）
8:45  わが町・元気（姫路市）
8:50  占いランキング

生放送

星野源 SU（RIP SLYME） JUJU

79.3MHz FM GENKI TIME SCHEDULE http://fmgenki.jp  793@fmgenki.jp 2012,4  6

6月30日
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つながるアワー

［第2週 24：00～1：00］
渡辺真里プロデュース

［20:00～終了未定］


