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あれから20年
〜新しいステージへ

憧花 ゆりの 松本 かのん 樽井 美帆

835倶楽部会員限定
開局20周年プレゼント

塚 ホ テル

◆ホ テル

若水

◆ エフエム宝塚

ペア宿泊券 1組
お食事券 2組
ペア宿泊券 1組
入浴付お食事券 2組
防災ラジオ 5台
アピアお買い物券 20名
シネ・ピピア鑑賞券 20名

サファイアは、
宝塚市の特別市民です

ⒸTezuka Productions

スマホ用無料アプリ「 FM 宝塚」もチェックしてね
お問い合わせ・リクエスト・メッセージの受付
FAX

0797-76-5565

株式会社エフエム宝塚

e-mail

fm@835.jp

URL

http://835.jp

〒665‑8543 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目11番1号（アピア2-2F）TEL.0797‑76‑5432

阪神淡路大震災をきっかけに、いざという時に役に立つ

実は番 組スター ト 前に１か 月 イタリア短 期 留 学
をしたのです が ︑その旅 先で ︑当 時 現 役 だった 男
役 さ ん２ 人 と 偶 然 出 会って 友 だ ち に なった んで
す︒

ＦＭ宝塚との出会いから︑
開局 年を迎えた今日まで
三 浦 ● お 三 方 ︑ＦＭ宝 塚のパーソナリティになっ
棚 橋 ● すごい！タカラヅカの人 と 友 達になれる
なんて︒

のことを伝えなきゃと痛感します︒

て︑
一度に世 界 が 広 がりました ︒その分 ︑より宝 塚

をお伺いします︒

年 前と違って︑今は何でも率 先してでき

三 浦 ● それぞれに︑いろんな縁 を 持って続いてい
ますね︒
松本●
るよ うになったので︑これはラジオ を 続 けてきた
おかげです︒
棚 橋 ●サイマル放 送になった時に︑もと宝 塚 市 民

松 本 ● 東 京のラジオで 喋ったこ と も あ りま し た
三 浦 ●サイマル放 送は︑電 波 が 届 かなくても︑パ

で今は宮 城にお 住まいの方 から連 絡 が 来 たりし

が ︑発 声 練 習 す ら し た こ と が な く ︑よ く ぞ こ こ
ソコンやスマホで国 内 外 どこでも聞ける ︒特にい

生 の 作 文 ﹂と い う コ ー ナ ー を 約
FM宝塚ですね︒

人 く らいの 小 学 生 と 喋 りま し た ︒司 会 な ど し

て い る 時 に﹁ 覚 えて る ？ ﹂な んて 成 長 し た 子 ど

て︑
プレッシャーがありました︒

局詰めで︑深夜〜朝まで放送しますよ︒

年︒

松 本 ● 荒 天の 時 ︑夜 中 にラジオ をつけて ︑じゅん

周年を記念してスタートして

樽井●宝塚歌劇は︑
大学生の時に初観劇して以来の
の宝塚歌劇

憧 花 ● 移 転 開 業 が 延 期 になり ︑少 し 不 安 も あ り

三浦●ここで憧花ゆりのさんをお迎えします︒
棚橋● 子どもがいる時はカジュアルなお店がよく

イッチがとてもおいしかったです︒

セット をいた だ きまし た ︒クロワッサンのサンド

松 本 ● はい︑﹁ルネサンス﹂でアフタヌーンティー

たとか？

とこと︒

ます︒では最後に︑
ＦＭ宝塚

テル︑
いずれも夢のステージという 共 通 項があり

三浦●いい夢ですね︒FM宝塚︑宝塚歌劇︑宝塚ホ

憧花●ぜひよろしくお願いします︒

んプロデュースのお茶会ができたらうれしいです︒

周年企画についてひ

ま し た が ︑開 業 後 は 本 当 に た く さ んのお 客 さ ま
て︑以前のホテルでは﹁ソラレス﹂が定番︒移転後︑

憧花●そうですね︑人気のあったメニューは残して

ビーフシチューがあって感激！

ろな本を探したいですね︒

になります︒
﹁ビブリオバトルin宝塚﹂でいろい

ル︑
宝塚歌劇をどうぞよろしくお願いいたします︒

だきたいですね︒これからのＦＭ宝 塚 ︑宝 塚 ホテ

三浦● ぜひ皆さんもおもしろがって参加していた

な宝塚を探そう﹂が気になります︒

樽井● 私は宝塚学検定の博士でもあり﹁ディープ

面白いよね︒

棚橋●﹁こども放送部﹂が楽しみ︒子どもたちって

憧花●このフレーズには2つの意味があります︒

年 とい う 長 い 歴 史の 中で ︑お 客 さ まの 人 生の 節
目 節 目 にご 利 用 いた だいてき ま し た ︒今 後 も 地
域の皆 さまに愛 していた だ けるよ うにという 思
いを込めています︒
期生として宝塚歌劇団に入団︒ちょうど同じ年

キャンペーン 「宝塚シェイクアウトキャンペーン」
〈実現済！〉

三 浦 ● なるほど︒さて憧 花さんは︑2 0 0 0 年に

キャンペーン 「づか恋制作プロジェクト」

三 浦 ● 昔の 味 を 新 しいホ テルで も 受 け 継 いで ︒

「ディープな宝塚を探そう」

の9月にＦＭ宝塚が誕生しています︒

「ビブリオバトルin宝塚」

それも夢のつづき︑
ですね︒ではここで︑
こ れか ら

組

憧花●ではＦＭ宝塚と私は同期ですね︒

番

の夢と希望の話を︒

イベント

そ う 言っていた だ くと すご く うれ

「こども放送部」

憧花● ホテル業は人に喜んでいただく仕事です︒

「学天即の漫才授業＠安倉中学校」

棚橋●同期
しい︒

ことをやっていきたいですね︒

イベント

舞台もですけど︑人のために何ができるかを考え
て︑
お客さまの夢をもっと膨らませたいなと思って
います︒
松本●私もこれからはもっとみんなの夢を応援す

長に就任︑
これは大変なポジションのようですね︒

三浦●皆さんすばらしい︒言葉にして発すると︑
よ

※状況を考慮し、順次放送・実施する予定です

る 側にまわって︑どんどんサポ ー トしていきたい
です︒
棚橋● 私はまだ伸び代あるかな︑局でもできるこ

憧花● 就任前は︑
みんながついてきてくれるのか︑

り責任をもって︑
となりますね︒

とがあるかも︒なのでもう少し突っ込んで︑面白い

すごく悩みました︒
一番難しいのは︑自分の舞台と

樽井●この

年︑人との出会いを大切にしてきま

管理職である仕事の両立です︒

組

1998年に宝塚音楽学校入学、
2000年に86期生として宝塚歌
劇団入団。2018年退団、2020
年より移転した宝塚ホテルの支
配人に就任。

したし︑
これからもそうありたいです︒いつかリス

番

けるホテルであること︒もう一つ︑宝塚ホテルは

います︒

20

一つは︑宝 塚 歌 劇の舞 台の夢の続きを 見ていただ

こで︒﹂︑素敵ですね︒

に来ていただいています︒

支配人もそうですね︒松本さん︑
さっそくお食事し

17

松本●ビブリオバトルは本を選ぶ時にすごく参考

ナーさんと観劇会︑その後は宝塚ホテルで憧花さ

じゅんさんの声が聴こえてくると安心します︒

棚 橋 ● 実 際 ︑台 風の時などは︑家が近い私たちは

になりました︒

市 民パーソナリティと しての 役 割 を 考 え る よ う

放 送 中でした ︒それ 以 来 ︑あ らた めて ︑F M 宝 塚

樽 井 ● 私は東 日 本 大 震 災 が 起こった その時に生

ます ︒

棚 橋 ● 私は人 形 劇 をしているので声は出 るけれ
ど︑きちんとしゃべるのは難しかったですね︒最初

宝塚市民として、素晴らしい文化
である宝塚歌劇の番組を担当し
たいと応募、以来20年。
担当◎レビュー・ステイション／
土曜14：00〜15：00

ファンです︒﹁レビュー・ステイション﹂は2004年

はシティインフォメーションという 番 組 を 担 当し

みほ

樽井 美帆

たるい

東京都出身、宝塚在住。知人に
勧められて開局時の市民パーソ
ナリティに応募、以来20年。
担 当 ◎ a f t e r n o o n・V I E W ／
火曜15：00〜18：00

も が 声 を か けて く れ ︑こ れ は 宝 だ な と 思って い

ざという 時 ︑宝 塚のきめ細やかな情 報は︑やはり

年 担 当 ︑毎 回

20

ま で 使って く れ た︵ 笑 ︶︒私 は﹁ 飛 び 出 せ ！ 小 学

ラジオ関西でアナウンサーとし
て活躍。定年退職後、フリーアナ
ウンサー。
担当◎洋楽ラジオ・デイズ／金
曜20：00〜21：00

た 当 時のこ と や 番 組 紹 介 ︑ 年 続 けてき た 想 い

20

三 浦 ●ホテルのキャッチコピー﹁ 夢のつづきを︑
こ

お三方に、宝塚ホテルの支配人憧花ゆりのさんを特別ゲストに迎え、

﹁アンサンブル﹂で食べたんですが ︑﹁ソラレス﹂の

﹁夢のつづきをここで﹂
これから 年への夢と希望を

三浦 紘朗

まつもと
とうか

至西宮北口
三井住友
銀行 宝塚 ソリオ1
ゆめ広場 宝塚阪急

10

10

松本 かのん

憧花 ゆりのさん

阪急 宝塚駅

ひろあき
みうら

宝塚ホテル支配人

田
梅
阪・
大
至
阪急今津線

郵便局

2000年9月25日、FM宝塚が開局。

三浦● みんなをまとめるという事では︑ホテルの

20

阪

宝塚大通り

90

会場：宝塚ホテル

夢のステージについてお話をお聞きしました。
94

本

線

塚

今回は20周年を記念して、開局以来市民パーソナリティを務めている
豊中市出身、結婚後は宝塚へ。
東村洋子さんに教えてもらいＦＭ
宝塚開局前に応募した第1号。
担当◎たからづか8丁目35番地
／木曜8：30〜12：00

宝

［放送日］9 月 25日（金）13：00〜、
［再放送］10 月11日（日）13：05〜（1時間）

三浦● 憧花さんは副組長を経て2016年には組

たなはし じゅんこ

急

市民のラジオ局としてスタートしました。

棚橋 純子 〈じゅんじゅん〉

橋
来
宝

2
１

!?

JR福知山線

JR 宝塚駅

あれから20年 〜新しいステージへ〜
20

20

ＦＭ宝塚開局20周年企画 入賞作品

86

あれから20 年

3

〜新しいステージへ〜

4

7:25
7:30

08
8:30

09
10
10:15

mon

tue

7：30 韓国・朝鮮語
7：50 中国語
8：10 英語

wed

12

月 西山 友佳子

火 荒木 仁

【提供：
（有）クルーズ】
（1・3週）

【提供：あいあいパーク】

初心者の方も、
私と一緒に
レッツ
ガーデニング！！

根來 美月

ランドマーク
オンFM

【提供：宝塚商工会議所】
（2・4週）

岸 ゆき子

ミュージックタイム

松村 佳代 （2・3・4・5週）

楠 喜依

たからづか8丁目35番地

わんにゃん
ハッピーラジオ

つながる
ボランティア

（再放送）

宝塚リバーサイド
シアター

11：00 ステッカー協力店
をご紹介
11：15 松坂滉 デキる男への道 11：00
〜デキ男dism〜
11：30 N 天
11：55 宝塚市議会ニュース 11：30

レビュー・
ステイション

豊島美雪
昼下がりの
ジャンヌダルク

（再放送）

豊島 美雪

月

16：15 ワダカルシウム ラジオショッピング
16：20 明日の給食
16：30 たからづか便り
16：40 月 手塚治虫記念館に行こう
火 人権の小箱
（1週）
朗読のコーナー（2〜5週）

月 ゆき子のアジアを感じて♥

火 かの・
びゅ〜

治虫くらぶ

（再放送）

月トレンド
・ラボ

火 MUSIC

Killer♪（1・3週）
18:10
活字中毒。
（2週）
18：50 たからづか便り【提供：宝塚市 18：50〜19：00】
19：00 N
らじおスナック
19：05 月 あやぴー・こいちゃんの2人で女子会
EIKO
19：20 月 Music Fishing
（再放送）
火 伸子・文美の心の処方箋
（1・3週）

19

【提供：エステティックサロン ラ・ルチル】

19:15

カンパイ！アクアヴィテ！
！
（2・4・5週）

趣味の時間を
充実させたい
アクティブな
あなたに！

田中 綾香

火

中谷 文美

19:30
おーい！
みんな聞け〜！
！

20

22〜08

昭和の香り漂う
お喋りらじおスナック。
ご来店待ってるわ♥

19：15 サウンドゲート（1・3週）
ミュージックなう！
（2・4週）
中学生・高校生 19：30 エンタメリンク
向けの音楽番組
皆、聴いてね〜♪
学天即のお膝元
宝塚でしか聴けない
地元トークで世の中に
トペ・コンヒーロ！
！

動画
学天即の
らじお
村井忠大の
ジャージですよ
スナック
EIKO
ラジオ
村井 忠大 EIKO
20：15 業界のライオン
20：40 宝塚防衛本部
言いたい放題
21
：
00
韓国
・
朝鮮語
たからづか
21：20 中国語
フォーリンカルチャー 21：40 英語

星加 莉佐

【提供：宝塚市】

22：00 ぴよぴよラジオ【提供：各社】
22：05 ワダカルシウム ラジオショッピング

西本 真詞

16：20 オリンピックARENA

【提供：大和証券 宝塚営業所】

16：30 宝塚ゴルフサーキット（1週）

学天即

たからづかタウンガイド

新田 真士

吉野 初香

JAZZTIME19 :15

西山 友佳子

ピックアップ！
広報たからづか

airi

クラシック研究会

ここは大人の隠れ家
ステキな夜をトークと
音楽で癒やします

1つの作品に
スポットを当てて楽しく
研究します♪

Gotch

圭介 Sunrise 吉川 MANA
（3・4週） （3・4週）

須山 公美子

伊藤 寿江

6

17

日下 諭 ほか

聴いて貰うも他生の縁

谷 泰三
カルロス中家

17:30

とっても美味しい
四方山話

18
18:30

愛の和を広げよう

【提供：特定非営利活動法人 日本移植支援協会】

19：00 ぴよぴよラジオ【提供：各社】
19：05 ワダカルシウム ラジオショッピング

宝塚 日曜日 17：00〜
リバーサイド
シアター

18:45

19

講師：日下 諭

ラジオドラマ出演者募集

「演劇ワークショップ」を開催し、
12月26日（土）、

19:30

受講者の中からラジオドラマの出演者を募ります。
声優志望の人、役者もそうでない人も大歓迎です！
詳しくは、エフエム宝塚のHPをチェック！
！

大学生が
気になる情報なら！

三浦 紘朗

宝塚
リバーサイドシアター

ミュージック・タイム

ピックアップ！
広報たからづか

Campus×
Compass

1・2・5週
「33-52〜手塚治虫の宝塚」を
3・4週
「ICHIZO〜宝塚を創った男〜」を
ラジオドラマでお送りします

星屑トレジャー（再放送）

洋楽ラジオ・デイズ（再放送）

宝塚フライ・ミー・ 洋楽ラジオ・デイズ
トゥー・ザ・ムーン

Yatch

野上 コウヘイ 中谷 文美
（1・2週） （1・2週）

【提供：宝塚市】

【提供：宝塚市】

13
14

16

スポーツの事なら
何でもアリーナ！
！

ピックアップ！広報たからづか

豪華なゲストを
お迎えして
お送りします

12

15:30

【提供：宝塚市】

宝塚とシャンソンの
熱〜い関係【提供：宝塚市】

大西 結

懐かしい洋楽を
一緒に楽しみましょう

MUSIC
FLAVOR

アーティスト目線で
お送りする
音楽バラエティ

11:50

15

午後のひととき
この番組聞いて
きらめく1日に
しましょう♪

牧内 彩花

17：05 飛び出せ！
小学生の作文
17：20 市立病院の
玉井 順子
得した気分（2週）
17：45 たからづか便り
街の魅力を
色々な角度から
お伝えします。

センリの道も
サカセから（1・2週）
歌うニンゲン
パワー！
（3・4週）

11:30
11:35

太田 元治

【提供：宝塚市】

今宵も
ご唱和ください
カンパ〜イ！！

宝塚歌劇の夢と
情報が満載！
元タカラジェンヌ
も出演

：宝塚市ゴルフ場協議会
【 提供
】
宝塚製菓製パン組合

ウィークエンドスポーツ（2〜5週）
【提供：宝塚市16：30〜16：45】

牧野 篤史

ジャズメンの魅力溢れる
名演・名盤をゆったりと
楽しんでいただく15分間

藤生 恭子

11

塩田 康介

宮川 陽香

21:10 エンジョイ！コンパス
21:20 母校ドットコム／闘魂☆就活宣言
ハロー！ハルワーク（週替わり）
22：00 ぴよぴよラジオ【提供：各社】
22：05 ワダカルシウム ラジオショッピング

ミュージック・タイム

は がき

月 10：30〜
（1週） 提供：宝塚市

20

『 消防アワー 』

21
22

『 地域安全ニュース』
安全安心な地域づくりに欠かせない
情報を毎月お届けしています。
何かあれば、宝塚警察署まで
緊急電話は110 番
相談事は＃9110 番

木 16：40〜

提供：宝塚市

あわ
いざという時に役立つ
伝えまてず
しょう
情報を日頃から身近に。
火災・救急は119 番まで
災害用伝言ダイヤルは171番

災害用伝言ダイヤルは毎月1日、
無料体験
ができます。あなたもやってみよう！

〜

〜

21
22

18：25 関西レコメンド
ファーム（1・3週）
目指せ！SNS
マスター（2・4週）
18：45 クラブアワー

ミュージック・タイム

【提供：ジェイコムウエスト宝塚川西局】
【協力：デイリースポーツ】

城 ひろし

西本真詞の
先ずは一献

13：00 ワダカルシウム
ラジオショッピング

動画
太田元治の
実況！SportsARENA

・あかちゃんといっしょ
・お出かけ情報
Dream Catcher ・夫と妻の言い分
【提供：Victoria TAKARAZUKA】 ・すくすく育児手帳
坂本 ゆうこ
（1・2週） キーJ、岸 ゆきみ、
・育児相談あれこれ
山下 ゆきこ
18：45 N 天
子育てを応援する番組。
（3・4週） MYJ、伊東 七海
子育て中のお父さんお母さん、
“ながら”聴きしてください！
アドバンス

【提供：宝塚市 18：４５〜19：00】

月

15：10 防災ガイド
15：30 朗読のコーナー

太田 哲則

おやこですくすく

レディオ

山崎彫科

アミュスパ!

【提供：宝塚市17：50〜18：00】

（再放送）

ファミリー爛漫！
家族みんなで楽しめる
週末情報天国

【提供：宝塚市】

神戸新聞いち押し情報
ワダカルシウム ラジオショッピング
図書館だより
来週の給食

（週替わり）

平岩 直也

宮村 裕美

樽井 美帆

17：50 たからづか便り

MUSIC
FLAVOR

アクティブチャンネル835

19：50 天

レビュー・
ステイション

10:15

中学・高校生番組です。
DJ・企画から制作まで
自分たちで作ってます！

交

13：50 みんなの予定表

【提供：ミュージック・オフィス・JO】

15：45
16：15
16：40
16：55

RADIO GROOVE

交【提供：今里食品】

ぴよぴよラジオ【提供：各社】
【提供：宝塚市】
たからづか便り【提供：宝塚市 12：45〜13:00】 （1・2週）

【提供：宝塚市】

15：20 城先生と
歌仲間たち（1・3週）

大西 愛菜

11：30 ぴよぴよラジオ【提供：各社】

天【提供：アフラックサービスショップ
逆瀬川アピア店】

星加 莉佐

ここで笑顔で
過ごしましょう！

17：25 ワダカルシウム
ラジオショッピング 次世代のNewアーティストを
ご紹介する音楽番組

17：45 N 天

18：20

前田 明

つながる
ボランティア

ミュージック・タイム

Beautiful Japanese
美しい日本語講座
13：20 えるJのRank Festival（1・3週）
ふぁみらんカレンダーNIPPONの暦（2・4週）
トレンドサーファー（5週）
13：40 N

【提供：兵庫県立ピッコロ劇団】
17：45 N 天
17：00 飛び出せ！小学生の作文
【提供：宝塚市16：40〜17：20】
17：20 N 天

【提供：宝塚市 16：20〜17：20】

17：20

12：25
12：45
13：00
13：05

岸田 久美子

COOL CHOICEに挑戦！
！ 山崎彫科

ドラシネマ
11：30 週末ホーム・
11：45 天晴！やらかし侍
12：00 N

太田哲則のここわら

社会学に恋する
13人の女子学生と
【提供：宝塚市16：20〜17：20】
たった1人の男子学生が送る
17：20 舞台芸術のススメ
素敵な素敵な宝塚
ピッコロ劇団公演情報（2週）

17：00 飛び出せ！小学生の作文

17:30

【提供：神戸クルーザー】

いきいきとした人生を
送るためのヒントや話題に
ついておしゃべりします

枌 美紗斗

15：10 N 天
15：40 ゆみきち 高田 裕美
HAPPY★PARTY
16：00 おかえりKids
16：15 ワダカルシウム ラジオショッピング
16：20 明日の給食
16：30 たからづか便り
16：40 消防アワー
17：00 飛び出せ！小学生の作文

岸 ゆき子

松本 かのん

ふぁみらん王国♪

N 天

10

気軽に始められる
ボランティア情報が
いっぱい！

小林 かおり

11：10 関西おでかけホットフォーカス
神戸港コンチェルトの旅（3週）

835倶楽部の最新情報と
サイコロ・コロコロ抽選会！
！

前田明と
おしゃべりな
ジルバたち

afternoon・
追いかけろ、
季節を巡る学院生 VIEW

中野 雅至

火

わんにゃん
ハッピーラジオ

09

宝塚市内の
話題を中心に、
10：15 すみれパーラー（1週）
懐かしい音楽とともに
ブリサン歌声喫茶（2週）
お送りします
サウンド小箱（4週）
10：50 N 天
10:30

ペットに関する
情報・知識をわかりやすく
お伝えしています
坂本 ゆうこ

9：05 シネ・ピピア上映情報
9：15 川柳の時間（1・2週）
くらしカフェ
（3週）
9：45 たからづか便り

【提供：宝塚市 9：45〜10：00】
10：00 交

和佳

身近な相談、
お待ちして
います

健康センター（最終週）
ギュギュッと835倶楽部

【提供：オアシス】

10/19〜 （月）
〜
（金）13：00〜

【提供：シネ・ピピア】

あなたの俳句を
先生方と一緒に
ご紹介します

東村 洋子

たからづか
ブリーズサンデー

9：00 俳句の時間
10：10 文化のお散歩
10：25 ワダカルシウム ラジオショッピング

ミュージックタイム

12：10 ランチの救世主
お昼休みの
12：40 宝塚紀行（1〜3週）
救世主現る！！
若水PUSHER！
！
！
（4週）
あなたのハートに
［提供：宝塚温泉 ホテル若水］
一直線！！

〜市長と語りましょう〜

【提供：宝塚市】
（1・2週）

【提供：宝塚市 8：45〜9：00】

【提供：宝塚市 11：55〜12：00】 【提供：アフラックサービスショップ 逆瀬川アピア店】

【提供：宝塚市】

afternoon・VIEW

】

まちづくりゆめづくり

8：33 シネ・ピピア上映情報
8：45 たからづか便り

【提供：宝塚市 10：30〜11：00】
宝塚アーティスト協会（4週） 10：30 ゲストコーナー
【提供：宝塚市 10：30〜11：00】

宝塚市議会9月定例会（一般質問）

午後からも色々な所に
目を向け見渡しながら
楽しくお伝えします。

提供
弁護士法人福間法律事務所
宝塚花のみち法律事務所
よつば法律事務所
宝塚法律事務所
笹川法律事務所
宝塚ソフィア法律事務所

08

たからづか土曜散歩道

（2・4・5週）

たからづか8丁目35番地 笑福亭瓶吾と
10：30 ゲストコーナー
愉快な仲間たち

11：00 ステッカー協力店をご紹介
クラシック研究会
11：15 月 逸材総研（1週）
【提供：放課後クラブいつざいや】
（再放送）
ゆきゃのコンビニDiary（2〜5週）
火 こちらトレーニングセンター仁Ⅱ
11：30 N 天
11：55 月 宝塚市議会ニュース【提供：宝塚市 11：55〜12：00】

Campus×
Compass

【

【提供：兵庫県
阪神北県民局】
（1週）

sun

（月〜日曜日）

治虫くらぶ

いろんな話題を
瓶吾節で
ぶった斬り！

（1・3週）

15：10 N 天
（11月）
15：20 月 ウィズたからづか拾い読み（月1回／星野 瞳）
〜神戸学院大 中野ゼミが
【提供：あさひ高速印刷】
軽妙トークで紹介する四季
15：30 火 大槌町HOTリポート
折々の宝塚〜
15：45 月 アルナイ★リサーチ
火 ムービー・
コレクション

18

8：15 交
8：45 交

時報

動画 動画配信

手塚治虫作品を 【 7時】朝日新聞販売店 宝塚グループ
【 9時】森原システムエンジニアリング
楽しもう！
【10時】宝塚ワシントンホテル
【提供：宝塚市】
【11時】宝塚ホテル
8：25 記念館
【12時】宝塚商工会議所
インフォメーション
中川智子宝塚市長に
【13時】ホテル若水（偶数月） まちづくりについて
武田尾温泉 紅葉舘
お伺いします。
別庭「あざれ」
（奇数月）
根來 美月
8:30

動画

笑福亭瓶吾と
愉快な仲間たち

足立 唯夏

『宝塚ヒストリーハンター』

17

佐藤敏郎のOnagawaNow！〈制作：オナガワエフエム〉

ガーデニング相談室 きらっと☆阪神北だより 宝塚くらしの法律相談所

ComiPa!通信

ラジネット
ひょうご

（再放送）

16

sat

（再放送）
8：45 交
8：45 交
9：00 N
8丁目35番地で世間話を
9：00 N
9：00 N
9：05 シネ・ピピア上映情報
しながら情報を集めましょう
9：05 シネ・ピピア
9：05 シネ・ピピア上映情報
9：15 たからづか便り
上映情報
【提供：宝塚市 9：15〜9：30】
9：15 たからづか便り
棚橋
純子
星にまつわる
9：15 たからづか便り
【提供：宝塚市 9：15〜9：30】
9：55 ぴよぴよラジオ【提供：各社】
なぜ？どうして？を
【提供：宝塚市 9：15〜9：30】
9：30 月 たなっちのあなたを
10：00 ワンディアールの個々惚れワンワン
キラキラ〜っと
9
：
30
棚橋純子の
【提供：ワンディアール】
（1週）
お守りいたします
解決！
月 田中 覚 火 木村 三恵
だいたい15分
火 宝塚シアターソングス
法律刑事（4週）
松坂 滉
9：55 ぴよぴよラジオ【提供：各社】
星屑
9：55 ぴよぴよラジオ【提供：各社】
10：00 とれたて！街角リポート
トレジャー 10：00 とれたて！
笑福亭 瓶吾
東村 洋子
mio
街角リポート

12:30

13
14
15

fri

New

おやこですくすく たからづか8丁目35番地

たからづか8丁目35番地

10：30 ゲストコーナー【提供：宝塚市 10：30〜11：00】
月 地域安全ニュース
（1週）
（再放送）
火 宝塚演奏家連盟
（2週）／摘み菜料理（最終週）

11

thu

毎日各20分ずつ
お送りしています

【提供：宝塚市】

ラジオ関西と兵庫県下の
コミュニティFM
9局が共同で制作。

10:30

災害・特別番組などにより、予告なく番組を変更する場合があります。ご了承ください。 N エフエム宝塚ニュース（提供：神戸新聞） 交 交通情報 天 天気予報

ぴよぴよラジオ【提供：各社】

たからづかフォーリンカルチャー

2020/10/1 現在

22〜08

※1月1日は利用できません。

エフエム宝塚

5

2020 10月〜12月

83.5MHz FM宝塚 タイムテーブル

今年度グランプリ作品は市内の小学生3名がク

日本一長い線香花火、
美しかった〜！
思わぬ打ち上げ花火が武庫川に、
大きな拍手が夏の空に響きました。
感動の一日！
！
南 里沙

イズ形式で宝塚のことを学ぶという人気番組。

コロナ禍の中で「新しい生活様式」と

して提起、
〈飛び出せ！小学生の作文〉

2016

de
あの阪神淡路大震災の記憶を忘れない！
中山寺から末広中央公園まで５．
３キロ、ラジオ
を聞きながらウォーク。
（ʻ16年1月17日）

近畿コミュニティ放送賞 受賞一覧
（2010〜2020）
第12回近畿コミュニティ放送賞

「情報・教養番組部門」優秀賞2位『おしえて！裁判員制度』

H23

第13回近畿コミュニティ放送賞

「娯楽番組部門」優秀賞2位『太田哲則の音の博物館』

宝塚歌劇100周年、市政60周年を記
念して、大劇場前の武庫川河川敷に
一直線に並び、5分間のラインダンス
を踊る！雨の中、見事に4395名で記録
を達成した。
（ʼ14年11月1日）

前日から大雨となり、
河川敷も足元がドロドロ！
心配しましたが自衛隊の協力もあり、
見事に一直線のラインを描き大感動！
榛名 由梨

（元宝塚歌劇団）

前田明と 毎週金曜日 12：30〜13：00
おしゃべりなジルバたち

「特別番組部門」優秀賞受賞3位『阪神・淡路大震災15周年記念シンポジウムコミュニティラジオ「地域の中で果たす役割と可能性」』
第14回近畿コミュニティ放送賞

ギネス世界記録に挑戦したイベント。

アピア祭り

H22

H24

2014

（クロマチックハーモニカ奏者）

〈治虫くらぶ〉など、再編集して放送。

25

宝塚1万人のラインダンス

これまでに28作品が受賞（近畿域内3位）、

2000

9月 日 開局
︵南口スタジオ︶

挑戦！強い風にもかかわらず1713名
で成功した。
（ʻ18年8月11日）

3月 日
逆瀬川スタジオへ

い線香花火で再びギネス世界記録に

万人の花火大会

23

の復活をという思いで、日本一長~~

20

防災ラジオ ウォーク

１００年の歴史を誇る宝塚の花火大会

2002

10

専用アプリ開始

2018
宝塚

JCBA賞

コロナ禍
﹁おうちでラジオを聴こう！﹂

2020

中川市長誕生

宝塚市初の女性市長

い
でゴミ拾
みんな ート
スタ

2005
震災特別番組
﹁震災 年の誓い﹂

4月

ステッカーにサファイア登場！

2009

コミュニティラジオ
﹃ 震災シンポジウム﹄

インターネット放送開始

宝塚歌謡選手権

アナウンスセミナー

宝塚歌謡選手権

835倶楽部スタート

2012 2011 2010

FM 宝塚 20 年 の あゆみ

「特別番組部門」最優秀賞1位『幻のラインダンス〜乙女たちの昔と今〜』
「放送活動部門」優秀賞2位『来て!見て!知って!西谷の里』
「情報・教養番組部門」優秀賞2位『ラジ・
ドキッ』
「CM部門」優秀賞3位『PUJA食べに来てねver』

H25

第15回近畿コミュニティ放送賞

「情報・教養番組部門」優秀賞2位『治虫くらぶ』

H26

第16回近畿コミュニティ放送賞

「特別番組部門」優秀賞2位『開局13周年特別番組「開校！ハミング学園〜1日だけの特別授業」』
「情報・教養番組部門」優秀賞2位『つながるボランティア』
「娯楽番組部門」優秀賞3位『宝塚リバーサイドシアター』

H27

第17回近畿コミュニティ放送賞

「特別番組部門」最優秀賞1位『宝塚1万人のラインダンス』

H29

第19回近畿コミュニティ放送賞

「情報・教養番組部門」優秀賞2位『おやこですくすく』

♪

パーソナリティ

大西 愛菜

アシスタント

星加莉佐

パーソナリティー

前田明

「娯楽番組部門」最優秀賞『MUSIC FLAVOR〜スキって言いたい！〜』
「放送活動部門」最優秀賞『1.17語りつぐ震災
H30

第20回近畿コミュニティ放送賞

「特別番組部門」最優秀賞『ヅカファイア

宝塚防災＆ウォーク』

〜BraveRescue2017〜』

「CM部門」最優秀賞『アピア３０周年CM 〜お気に入り編〜』
H31

第21回近畿コミュニティ放送賞

「情報・教養番組部門」最優秀賞1位『じっけん！放課後委員会』
「特別番組部門」優秀賞『よみがえるタカラヅカの歌声男役第１号・高峰妙子の生涯』
「CM部門」優秀賞『COOL CHOICE推進CM〜照明の効率的な利用促進篇〜』

R2

7

第22回近畿コミュニティ放送賞

「情報・教養番組部門」最優秀賞1位『たからづか子どもクイズ王グランプリ２０１９』

世の中で気になることや、生き生きとした人生を送るための話題につい
て前田明さんがお喋りする番組。熱中している社交ダンスの話や自身が
愛飲するスーパーフード・菊芋についてのお話、日頃の健康維持について
のちょっとしたアドバイスなども飛び出します。元気な毎日を送るための
エスプリを私たちと一緒に取り入れてみませんか？

8

あれから20 年

〜新しいステージへ〜
シネ・ピピア 支配人

記憶の中の「生」プロジェクト

元宝塚歌劇団（宝塚市大使）

元市教育委員長（宝塚市大使）

「ワンコイン映画鑑賞会」の盛会を！私たち
も昨年、20周年を迎えましたが、共に宝塚
文化を育む発信拠点としてご協力をお願い
しますとともに、これからも宝塚になくては
ならないエフエム局として、より一層のご発
展を祈念しております。これからもいろいろ
とオモロイことやりましょう！

ゲストのコーナーに出演させて頂いたのが
開局4年目の頃。南口駅前の商業空き店舗
から発信した現代美術展「再生」の紹介で
した。その後「生」プロジェクト、
「宝塚てん
てん」と大変お世話になりました。圧巻は
「23万人の花火大会」と「生」ライトアップ
のコラボ。楽しい思い出ばかり。益々のご
発展をお祈りいたします。

思い出すのは5分間の「ラインダンス」と10秒
間の「線香花火大会」、いずれも雨や風に悩
まされながらも見事に大成功！ギネス世界記
録に挑戦した大劇場前のイベントに興奮しま
した。こんな発案はどなたが？これも日ごろか
ら宝塚を盛り上げようと考えておられるFM宝
塚の皆さんの努力に頭が下がる想いです。
私も少しでも協力できるようがんばります。

「歴史ミュージアム」を数年担当した後、
前々市長逮捕後の市長選挙以来、地方選
挙の開票速報や宝塚学検定当夜の「解答
らんまん」など、開局直後から良い経験をさ
せていただき感謝。今後も地域に根ざした
ご発信を。祝開局二十年！

大本山中山寺 長老

日本ｺﾐｭﾆﾃｨ放送協会 近畿地区協議会会長

宝塚青年会議所 理事長

宝塚商工会議所青年部会長

「山高き故に貴からず、木あるを以て貴しと
なす」という諺があります。御社の２０年間
の放送一筋のご努力こそは山中の大樹で
す。その間には、宝塚市にとっても実に多く
の出来事がありました。長い間、社会への
ご貢献ありがとうございます。宝塚の明日
のために、一層のご活躍をして下さるよう
念じております。

かつて宝塚のイメージといえば歌劇と温
泉。しかし、今はFMが温泉に取って代りそ
うで「1万人のラインダンス」には腰が抜け
るほど驚かされました。その発想と決断、実
行力は関係者一丸協力の賜物でしょうが、
切磋琢磨＆連帯、開局20周年おめでとうご
ざいます！これからも益々の奮闘を心より祈
念いたします。
（さくらFM会長）

エフエム宝塚におかれましては、この度開
局２０周年を迎えられましたことを、心から
お祝い申し上げます。開局以来、市民やリ
スナーに密着し、宝塚の地域情報や文化を
最前線で発信されるご活躍に深く敬意を表
します。今後ますますのご発展と更なる飛
躍を心より祈念申し上げまして、お祝いの
言葉とさせていただきます。

日頃は宝塚市の情報発信のみならず、
「宝塚
１万人のラインダンス」
「宝塚23万人の花火
大会」
「宝塚23万人の防災キャンプ」
「異業
種交流会」など数々の事業を共に活動させ
て頂きありがとうございます。貴社におかれ
ましては今後一層のご活躍、ご発展を心より
祈念申し上げ、地域の更なる活性に向けて
ご協力賜りますようお願い申し上げます。

景山 理

各界から応援エールをいただきました！

宝塚市 市長

兵庫県阪神北県民 局長

宝塚商工会議所 会頭

FM宝塚とのおつき合いではびっくりすることが多かったです。そのネットワークの広さ、若い人
たちが生きいきと活動する場を提供していること。それは忘年会に参加してよくわかりました。
すぐ近くのおいしくて、安くて人気の“鳥友”に人、人、人。それもボランティアの若い人々の多
いこと。FM宝塚は人を育てる役目を果たしていることに感動します。
そして、要は災害時のリアルタイムの情報発信です。83.5MHzに合わせると市の防災担当と連
携して命を守るための情報発信源となり、不眠不休で役割を果たしてくれます。ラジオは停電
でも沈黙することはないです。各家庭に一台のラジオは“命綱”だと私は思います。
最後に、わがFM宝塚は他局にはあまり見られない遊び心満載だということです。ギネス世界
記録に挑戦した「一万人のラインダンス」、
「歌謡選手権」、
「防災ウォーク」での個性的な企
画と枚挙にいとまがないです。これからも宝塚市の未来に貢献してくれることを願っています。

エフエム宝塚の開局２０周年、本当におめで
とうございます。日本コミュニティ放送協会
賞を２８回も受賞されるなど高い評価を受け
ている地域に根ざした放送、市民やリス
ナーをわくわくさせる地域活性化の取組
で、これからも宝塚、阪神地域の元気をつ
くり、ひろげ、発信されることを期待してい
ます。

阪神淡路大震災を契機として開局した「エ
フエム宝塚」が２０周年を迎えられたこと、心
よりお祝い申し上げます。震災等で人々が
頼りにしたのが「ラジオ」の安否情報や生活
情報。コミュニティ放送が期待され、支持さ
れる基盤です。今後、地域の活性化や文化
の創出に努め、
「市民のラジオ局」として多
方面にわたりチャレンジし、安全安心の街
の「礎」としての活動に期待します。

演劇評論家（宝塚市大使）

中川 智子

坂本 哲也

宝塚市文化財団 理事長

宝塚市国際観光協会 会長

宝塚市国際交流協会 理事長

開局２０周年を心からお祝い申し上げます。
貴社におかれては、
「市民のラジオ局」とし
て、防災情報のみならず、宝塚市内の生活・
文化情報を発信し続けて来られたことに心
より敬意を表します。また、宝塚市内の地
域文化にも貢献いただき、厚く御礼申し上
げます。貴社の今後益々のご発展をお祈り
申し上げます。

この度、FM宝塚局設立２０周年をお迎えの
由、誠に喜ばしく、謹んでお祝い申し上げ
ます。貴局には、いつも街の活性化にご尽
力いただき、観光協会としても大変感謝し
ております。今後も益々、地域の皆様に愛さ
れ、ご活躍されることを期待しております。

「外国人日本語スピーチ大会」へのご協力
を感謝します。開局以来、
「市民のラジオ局
」として充実した番組づくりと情報発信に
努められ、文化振興に寄与されている貴社
の基本コンセプトと同様の理念と目的を持
つ、私共、宝塚市国際交流協会も、貴社の
活動を応援し続けたいと考えております。

山崎 之嗣

小早川 優

今里 有宏

加藤 啓子

河内 厚郎

７年後、日本のシャンソンが百周年を迎えま
す。日本にシャンソンを紹介したのは宝塚
歌劇。エフエム宝塚は日本のシャンソン発
祥の地にふさわしく宝塚歌謡選手権にシャ
ンソン部門を設けました。また宝塚映画祭
が昨年は２０周年を迎え、
「映画撮影所の
あった街」宝塚の映画祭をエフエム宝塚が
応援してくれるのを嬉しく思います。

今井 淨圓

宝塚山本郵便局 宝塚駅前郵便局 宝塚南口郵便局
宝塚中山五月台郵便局 宝塚清荒神郵便局
西谷郵便局 宝塚安倉郵便局 宝塚すみれガ丘郵便局

榛名 由梨

北村 英夫

田辺 眞人

下井 伸英

小倉 大造

宝塚シャンソン化計画 代表

ダリアジェンヌ 代表

清荒神清澄寺 執行長

日本で最初に日本語のシャンソンが歌われたの
は、宝塚少女歌劇による「モン巴里」。以来宝塚
歌劇が日本のシャンソン受容に大きな役割を担っ
てきました。歌劇の枠を越えて、いっそ日本シャン
ソンの首都を標榜しちゃいましょう。やっちゃえ
FM宝塚。FM宝塚の「次の10年」に私共は、そん
な夢を一緒に描けたらと思っております。
（「宝塚とシャンソンの熱〜い関係」パーソナリティ）

20年前といえば、私は歌劇団を目指す活発
な高校生でした。夢や希望に溢れる生活
を、この地で歩み続けています。退団後は
介護士として活動し、結婚を機に帰郷。地
域産業であるダリアを生かした事業を立ち
上げ、ＦＭ宝塚さんにはその頃からたびたび
出演させて頂いています。美しい秋の彩り
溢れる西谷に、ぜひいらしてくださいね。

開局２０周年、おめでとうございます。日頃
より、地域に根付いた行事の開催など、宝
塚の発展のためにご尽力されている事に感
謝いたします。これからも、３０周年、４０周
年を目指して頑張って下さい。

須山 公美子

祝！開局20周年
FM宝塚の新たなステージへの挑戦に期待します！
！

大野 良平

梓 晴輝

森藤 晃正

（敬称略・順不同）

祝 開局20周年 ― 新しいステージへ

宝塚くらしの法律相談所

毎週金曜日
午前10時15分〜
放送中

弁護士法人 福間法律事務所

宝塚花のみち法律事務所

よつば法律事務所

弁護士 福間 則博
弁護士 尾﨑 悠吾

弁護士 木野 達夫

弁護士 中嶋 知洋
弁護士 松尾 隆寛

TEL 0797- 87- 5606

宝塚法律事務所
弁護士

柴崎 崇

TEL 0797- 86 -0797

TEL 0797- 85 -3770

笹川法律事務所
弁護士

笹川 宏

TEL 0797- 81- 3491

TEL 0797-85 -5428

宝塚ソフィア法律事務所
弁護士

山﨑 晴恵

TEL 0797-85 -4700
（兵庫県弁護士会所属）
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開局20周年企画！

シェイクアウトキャンペーン放送中！

あれから20 年

♪シェイクアウト

〜新しいステージへ〜 (防災）

エフエム宝塚開局20周年おめでとうございます。

地震に備えよう♪

災害報道におけるラジオの果たす役割、
とりわけ地域密着型FM放送の果たす役割は、極めて大き

♪地震が起きたら焦らずに

いものがあります。被災者が求めているニーズに細やかに応えることができるからです。
ところで最近

まず低く、頭を守り、

は、災害後の放送はもとより災害前の放送の大切さが、防災面で認識されるようになっています。

動かない♪

事前の防災教育やコミュニティ形成に、地元のコミュニティFMが積極的に関わって、大きな成果を

アンニョン・クレヨン

上げているからです。
その成果は、地域に密着した課題を取り上げることができる、
リスナーとスタジオ
との親しい関係が築かれているからだと、思います。

ようこそ荒神さんへ
真言三宝宗大本山

清荒神清澄寺

そのコミュニティFMの先駆者として、エフエム宝塚が大活躍されていることに、心からのエールを送り

家内安
全
商売繁
昌
厄除開
運

ます。
「 宝塚防災ラジオdeウォーク」の取り組みも、宝塚ならではエフエム局ならではの取り組み
宝塚市 政策アドバイザー

室﨑 益輝

北へ徒歩約15分

宝塚市米谷清シ字1番地

TEL：0797- 86 - 6641

阪急電鉄宝塚線清荒神駅下車

無料駐車場完備（阪急・JR宝塚駅よりタクシー10分） 日祝日、宝塚駅より路線バス運行 HP： 清荒神

きじま皮フ科クリニック
皮膚科・美容皮膚科・アレルギー科

赤ちゃんからシニアの皆さままで、
一人ひとりに安心で、丁寧な、オーダーメイド皮膚医療

アクセス

コープ
成基学園
宝塚病院

瀬

川

逆

逆瀬川駅

アピア2
きじま皮フ科
クリニック

線
今津
阪急

16

アピア1

セブン
イレブン

阪急今津線逆瀬川駅直結
アピア1・2専用駐車場を
ご利用ください。
料金については
下記ホームぺージをご覧ください
https://kijimaskinclinic.com/

〒66 5 - 0 0 3 5 兵 庫県宝塚市逆瀬川1- 2- 1 アピア1 4階
11

原点を見失わず、市民に寄り添い安心を届ける放送局として、
これからも市民とともに減災に取り
組んでいかれることを、祈念しています。

防災ラジオ

清 荒 神 は 古 来より、かまど ( 台 所 ) の
神 様として篤 い 信 仰を篤 めています
〒665-0837

で、高く評価しています。阪神・淡路大震災を契機に生まれたコミュニティFM放送局としてその

阪急
逆瀬川駅
直結

診療時間

月

火

水

木

金

土

日

午前
9：00〜12：00

○

○

○

休診

○

○

休診

午後
14：30〜17：00

○

○

○

休診

○

休診

休診

※各種保険、取扱しています。

TEL

宝塚防災ラジオdeウォーク

暗闇の中で、人々が頼りにしたのは
「ラジオ」
でした。
この防災ラジ

阪神淡路大震災の時、
ほとんどのライフラインは途絶して、大きな

オは、緊急事態が発生した時、
自動的にスイッチが入り、割り込み

不安と混乱が生じました。
この体験を語り継ぐイベントとして、

放送でリスナーに情報を伝えるというシステムが組み込まれてい

2016年、
この
「ラジオdeウォーク」
が始まりました。家族や友人と

ます。停電時には切り替わ

ラジオを聞きながら
「防災･減災」
を考えて街歩きをして、宝塚の

る安心の2電源方式、自動

歴史にもふれようという企

点灯のLEDライトも付いて

画です。ゴール地点では、

います。
1家に1台、
防災グッ

楽しいステージや防災グッ

ズとしてお備え下さい。
普段

ズの展示、
自衛隊による炊

はAM・FM12局が聞ける

き出し、足湯を体験できる

すぐれもののラジオです。

というユニークなイベント。

詳しくはエフエム宝塚ホームページをご覧ください

（完全予約制）

0797-71-1177
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FM宝塚パーソナリティ列伝
たからづか8丁目35番地

田中 覚

宝塚を想う愛、番組への愛が
ハンパない！愛が溢れる放送
局で喋り始めて４年目。その
愛を届けることができる喋り
手になれるようにまだまだ勉
強中です。

地元でDJをする夢が叶って、
1年が経ちました。アットホー
ムなFM宝塚が大好きです♥
これからも宝塚や川西の魅力
を元 気いっぱいお届けしま
西山 友佳子 す♪

木村 三恵

夢はタカラジェンヌになるこ
と！ですが宝塚に関わる仕事
をすることも生きがいです！
FM宝塚でお喋りできること、
宝塚の曲がお届けできること
が幸せ♪

ラジオDJとしてのキャリアの
スタートがこのFM宝塚でし
た。これからも宝塚のいい所
を世界中に伝えられるように
タンクトップでリポート励みま
す！

棚橋 純子

楽しい事、驚く事、色んな事
がありました。経験豊かな人
や、若い人、ずっと変わらず
いる人。色んな人と出会うこ
の局で、20年。幸せやなぁ…
しみじみ

荒木 仁

あれから20年 〜新しいステージへ〜

自身の番組内でお送りしてい
る「鼻唄ハミングクイズ」5年
以上続けていますが未だに
正解がいただけない事も。こ
れからも皆さんに伝わるまで
笑福亭 瓶吾 ハミングし続けます！

mio

FM宝塚20周年！継続は力な
り…リスナーさんも含めみん
なの想いが重なっているから
できる継続ですね。私もその
一部であることを嬉しく思い
ます！

豊島美雪昼下がりのジャンヌダルク

20周年！ワーイ！でも今年は異
常な夏でした。こんな時こそ、
明るく楽しい情報を、より早
くお届けして、よりクールな
番組を！宜しくお願いします。

太田 哲則

新参者の私は宝塚の魅力を
新たに発見する日々でありま
す。そんな宝塚暮らしの幸せ
をお伝えできるよう努めて参
ります。

星屑トレジャー

岸 ゆき子

足立 唯夏

今年からFM宝塚を盛り上げ
る一員になれて嬉しいです。
今後、もっと面白おかしく、
外に出てみたい！と思ってもら
えるような星空案内をしてい
きます！

高田 裕美

アドバンスレディオ

新田 真士

番組を通して沢山の中高生
や素敵な場所と出会う事が
出来ました。いつまでも新鮮
な気持ちで発信し続けていき
ます♪これからも宜しくお願
い致します！

吉野 初香

FM宝塚はDJとして進みたい
方向を教えてくれた道標のよ
うな存在です。これからも中
高生リスナーと深く繋がれる
友だちのようなDJであり続け
ます♪

枌 美紗斗

大西 結

FM宝塚は、ラジオで喋ること
の楽しさを教えてくれた恩人
です。この局のリスナーが
もっともっと増えるように全力
で吠えていきたいと思います！

村井 忠大

アクティブチャンネル835 / MUSIC FLAVOR

田中 綾香

歴の浅い私も、お喋りする中
でFM宝塚がこの20年どれほ
ど皆さんに愛されてきたのか
を感じることができます。こ
れからも共に紡いでいけます
ように！

牧野 篤史

和佳

クラシック研究会

9 年 前リポーターとしてデ
ビュー。ぎゃくせがわ？と知ら
ない事だらけだったのが今や
観光案内できる程！沢山のリ
スナーさんと出会えたかけが
えのない局です。

足利義満。浅田真央。ウィ
ル・スミス。中谷文美】もうソ
ウルメイト！これからも繋がり
を大切にお届けします♪

おやすくを担当して1年半。
上の娘は小 2 、下の娘は年
中。子供達と同じ「2年生」と
して、これからも宝塚の子育
てパパママと一緒に成長し
ていきます！

レビュー・ステイション

樽井 美帆

MUSIC
9月25日が誕生日【FM宝塚。 FLAVOR

中谷 文美

私がFM宝塚と出会って、は
や１６年！感謝の日々です。俳
句や文化をとおして、これか
らもリスナーさんと心かよう
番組を目指します！

花のように色とりどりの経
験、月のように優しい仲間、
雪のように真白な心、星の数
ほどのご縁、宇宙のように大
きな愛、20年間ありがとうご
ざいます♥♥
これからも、リスナーの皆さ
んに楽しんでいただける番組
をお送りできるよう、頑張り
ます！

宮村 裕美

洋楽ラジオ・デイズ

ブラボー！20年！努力と忍耐の
賜物です。継続は力なり！こん
な私でも酷使してください。
微力ながら頑張ります。体力
には自信あり！

伊藤 寿江

三浦 紘朗

おやこですくすく

ガーデニング相談室

松村 佳代

ゴッチ

たからづか土曜散歩道

宝塚フライ・ミー・トゥ・ザ・ムー
ンのゴッチです。
当番組も追いつき追い越す
勢いで楽しめる番組を作り
FM宝塚を影ながら支えてい
きたいと思います。

西本真詞の先ずは一献

村井忠大のラジオ言いたい放題

番組をお送りしている『あい
あいパーク』も4月に20周年
を迎えました。“園芸のまち”
宝塚からラジオを通して花や
緑の魅力を感じていただけま
すように！

FM宝塚開局20周年バンザー
イ！
！共に歩んできた20年は正
に素敵な人たちとの出会いそ
のもの！
！これからも素敵な出
会いの場として成長してくだ
さい！
！

宝塚の魅力を知っていくうち
に、気づいたら人も街も大好
きになっていました。これか
らもこの好き！を更新、そして
発信、増えるサポート会員！

楠 喜依

スタッフジャンバー姿で聴取
率調査をした特番の日、ＦＭ
宝塚と言うと「はあ、そんな
ん知らんわ！」と一言。大雨よ
りも突き刺さる言葉に身体が
凍えた。

ヤッチ

豊島 美雪

afternoon・VIEW / きらっと☆阪神北だより

星加 莉佐

まだ出演させて頂いてから
数ヶ月ですが、私も奥田さん
のようなツッコミが出来る様
に頑張ります！よじょうさんは
えっと…大丈夫です。これか
らもジャージ聞いてください♥

前田明と
おしゃべりな
ジルバたち

よじょう

宝塚フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン

ランドマークオンFM

きらっと☆
阪神北だより

2000年4月開局で僕らは3月
に県立宝塚高校卒業！今、大
好きな地元宝塚で番組をさ
せていただいてるという素敵
なご縁に感 謝しかありませ
ん！
大変な時期もございましたが
何とか乗り越えられたのもリ
スナー様のお陰でございま
す。今後も開局からいたよう
なテンションでお送りします！

松坂 滉

私と同じ年のＦＭ宝塚（←嘘
です）、いよいよ成人となりま
した 。オトナの 楽しさも加
わって、さあ、もっと愉快にし
ていきましょ。

奥田 修二

東村 洋子

太田哲則のここわら

"いま、虹が出てるっ! ”リス
ナーさんとそんなタイムリー
な話題を共有したくてパーソ
ナリティに応募しました。20
年経ってもその想いは変わっ
松本 かのん てません♪

EIKO

開局後、少ししてからFM宝
塚の仲間入り♥今までいろ
んな番組をさせて頂き、思い
出と今生きるパワーを一杯貰
いながら、恩返し中！できてる
かな〜？？

いつの間にか「年長さん」に
なっていました。こうなったら
もう１０年 頑 張ってみましょ
う。目指すはヤンチャな高齢
者向け情報番組！

まちづくり
ゆめづくり

まだ新米ですが記念すべき年
に立ち会えて光栄です。FM
宝塚愛故に全てのパスワー
ドを0835にしてしまいそうな
ので誰か止めてください。

FM宝塚のアナウンスセミナー
に参加し、私は高校時代から
の夢を叶えることができまし
た。出逢った先生と同期と学
んだ技術は大切な宝物です。

学天即のジャージですよ / 前田明とおしゃべりなジルバたち

ラジオスナックEIKO

笑福亭瓶吾と愉快な仲間たち / まちづくりゆめづくり

開局準備から携わっていた市
役所のラジオマンＫさんの甘
言？にのり番組は１９年目に。
ＦＭ宝塚は“市民の宝”ですか
ら、リクエストしたり参加して
楽しむ手がありますね（笑）

ふぁみらん王国♪

在 籍 1 4 年 。行った 場 所 は
200ヵ所、出会った方は2万
人。ギネス記録では声で成
功をお届け！声の力でこれか
らも宝塚にSURPRISEを届け
坂本 ゆうこ たい。

開局20周年おめでとうござ
います！これからのFM宝塚と
共に25周年30周年その先の
時間を過ごせるように、楽し
い番組を届けていきます！

平岩 直也

治虫くらぶ / ComiPa通信
治虫くらぶも10周年☆番組
Twitterも始まり、さらにパ
ワーアップしています！手塚漫
画とアニメの話たっぷりの30
分、ぜひお楽しみください♪

山崎 彫科

2千円札を手にドキドキしな
がら買い物に行った2 0 0 0
年。あれから20年かぁ！FM宝
塚はめでたく成人式！カンパー
イ！一緒にお祝いできる事を
嬉しく思います。

根來 美月

わんにゃんハッピーラジオ

太田元治の実況！SportsARENA

大震災の被災経験を活かし、
犬猫に特化した番組のパー
ソナリティとして飼い主と犬
猫をどう守る事が出来るのか
を考え番組を作りたいと思っ
小林 かおり ています。

ヒトなら成人20歳 ようやくお
酒も飲める歳 サケなら熟成
20年 こくの深さに酔いしれ
る ピュアなハミング20歳 今
が旬です聴き時です ｢まずは
一献!｣

Ｗｅ Serve しませんか？

太田 元治

開局20周年！
！私も間も無くデ
ビュー1周年になります
（笑）
2年目もSportsARENAを全力
で盛り上げていきます！

牧内 彩花

「多様な価値を満たす、自由形」

宝塚ライオンズクラブ
宝塚市栄町1-1-33 宝塚ホテル3F

TEL：0797- 84 - 8506
兵庫県宝塚市金井町 1番 1号 http://www.kanaijuyo.co.jp
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FM宝塚パーソナリティ列伝

宝塚の活性化をめざして頑張ります！

だいすき宝塚
異業種交流会

MUSIC FLAVOR
がむしゃらに番組を放送させ
て頂いております。深い感謝
の念に耐えません。大宝塚に
偉大なるFM宝塚あり。滔々
と流る逆瀬川の様に朗々と
野上 コウヘイ 語っていきたいと思います。

つながるボランティア

FM宝塚の門をくぐって気付
けばもう12年が経とうとして
います！これからも音楽を通し
て宝塚を盛り上げ続けます！
祝！開局20周年！
！

開局20周年を迎えたFM宝塚
と同じく、私もさらにパワー
アップし、これからも愛を込
めて番組をお届けします。こ
こからまたつながりましょう☆

圭介Sunrise

開局20周年！
！
？そんな記念す
べき年にパーソナリティ採用
され、番組を持てて光栄で
す！FM宝塚の電波に乗せて
人間パワー広めるぞ！☆

その中から「ラインダンス」
「花火」が生まれ、
ギネス世界記録®を達成することができました。

宝塚市商工会議所 青年部 会

吉川 MANA

アミュスパ！

藤生 恭子

たからづかブリーズサンデー

私にはとても心地よい場所
F M 宝 塚！リスナーさんにも
ずっと心地良い放送局で有り
続けますように！

宝塚という街は、花に囲まれ
たすみれ色の素敵な街。知っ
ていくほどにさらに魅力を感
じます。市内、市外の全ての
人にこれからも魅力を伝えて
いきます！

ＦＭ宝 塚の開局同時 番 組ス
タートから、２０年！歴史と共
に番組担当出来る幸せ者の
私は地域密着の宝塚のラジ
オを原点にマイクに向かい続
岸田 久美子 ける事を誓います。

玉井 順子

宝塚リバーサイドシアター
Campus×Compass
何者でもなかった僕をRADIO
MANにしてくれたFM宝塚。
これからもたくさん恩返し出
来るように気合入れて喋りま
す！Mr.フルスイングより

塩田 康介

「 F M 宝 塚 」と掛 けまして、
「旅行の感想」と解きます、
その心は、どちらもキコウ！
（聴こう/紀行）是非たくさん
聴いてくださいね！

日下 諭

開局当初から約20年。作っ
たラジオドラマは400本以上
でしょうか。このまま30周年
まで突っ走りたいです。手塚
治虫のラジオドラマぜひ聴い
てください。

宮川 陽香

※新型コロナウイルス感染症対策のため、休会しています

ほぼ毎月、多くの仲間が集まり交流を深めています。

大西 愛菜

たからづかタウンガイド

&

パワーアップ
若手交流会

たからづかフォーリンカルチャー英語

長 小倉 大造

宝塚青年会議所

理

事

長 下井 伸英

株式会社 エフエム宝塚

代表取締役 矢野 浩臣

宝塚1万人のラインダンス（2014.11.1）

宝塚23万人の花火大会（2018.8.11）

エフエム宝 塚 の 聴き方
ラジオで聴く
①「エフエム宝塚」83.5MHzに合わせる
②アンテナを伸ばす
③南部地区の人は仁川方面へ
西谷地区の人は宝塚西谷の森公園方面へ
アンテナを向ける
★カーラジオでも聴けます！

インターネットで聴く
①検索サイトで「FM宝塚」と検索
②ホームページ内の
「ラジオを聴く」をクリック
③「サイマルラジオ」のページの
再生ボタンをクリック

スマートフォンで聴く
iPhoneの方は「App Store」、
Androidの方は「Google Play」
で専用アプリ
『ＦＭ宝塚』
を
検索しダウンロード！

J:COMで聴く
FMチューナーの接続工事をすると
FM放送を受信することが出来ます。
詳しくはJ:COMカスタマーセンター
まで。

色々な方法で
お聴きいただけます♪

「年末まで３か月、ピンチヒッ
ターでお願いできませんか」
と頼まれたのが2007年９月。
あれからRadio Chatも14年目
に。これからもFM宝塚ととも
田辺 ゆかり に。

介護付有料老人ホーム
【入居時自立】

たからづかフォーリンカルチャー韓国・朝鮮語

西川 純子

開局20周年おめでとうござ
います。30周年・50周年を楽
しみにこれからもアンニョン
宝塚でたくさん楽しい情報を
お届けしていきたいと思いま
す。

田尾 秀子

武内 苗奈

ユン・スクヒョン

キム・ハンナ

ユ・ヘジョン

居山 巴香

たからづかフォーリンカルチャー中国語

水島 道子

你好！番組を担当して１６年。
番組を通して、皆様と楽しみ
ながら、国、言葉、文化等を
知り、お互いに理解し認めあ
い、共生できるといいなと思
います。

後中 陽子

温水プール［温泉/加温・循環・ろ過］

トモ

これからも、やさしいハートで
地域の皆さまに寄り添う医療・介護を提供し続けます

ヒサ

附属診療所

救急告示・労災指定

〈ご入居時の費用〉
1人で入居 2,252万円〜
2人で入居 4,034万円〜

介護居室モデルルーム

宝塚エデンの園はお元気な時から入居する介護付有料老人ホームです。
クラブ活動やスポーツジムがあり、活き活きと過ごせるためのサポートも
充実。質の高いシニアライフを提供します。
入院病床を有する附属診療所と24時間体制の介護居室で将来の
介護・看取りまでサポート。入居時や月々の費用・空室はお気軽にお問い
合わせください。

お問い合わせ・資料請求

宝塚エデンの園入居者募集センター

7 0120 - 87-1165

受付時間/午前9時〜午後5時（土・日・祝日を除く） YouTube

〒665 - 0025 宝塚市ゆずり葉台3 -1-1
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動画配信中
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アナウンスセミナー

2020 宝塚歌謡選手権

市民パーソナリティの育成と共に、人前での話
が苦手な方、朗読が好きな方など「おしゃべりに
興味のある方」向けにMKプロモーションの協力
で2013年から実施。
レッスンは基本・上級コース共に3ヶ月間、FM
宝塚のスタジオでラジオ局ならではのカリキュ

〜開局20周年記念大会〜

これまでに多くの市民パーソナリティが誕生。
現 在 コロ ナ 禍 に
より中 断して い
ますが、来年の再
開 を 予 定して い
ます。

時

12月13日（日）

場

所

アピアホール（阪急逆瀬川駅前）

□年4回、情報誌「エフエム宝塚83.5MHz」を送ります

10,000円（835倶楽部会員 9,000円）

□ひとり占めＣＭを放送します

歌謡曲／シャンソン／
宝塚歌劇・アニメ・ミュージカルソング／一般

□シネ・ピピア鑑賞券を入会時もれなく進呈！

参加費
ジャンル
審査員

河内厚郎・太田哲則・須山公美子・吉永真悟・
イッセイKAWABATA・斉田才・前田繁実

賞

品

グランプリ
（10 万円）、最優秀賞（3 万円）、
優秀賞（1万円）分のアピアお買い物券と副賞

放

送

FM宝塚、J-COM

申込締切
セミナーの様子

FM宝塚のファン倶楽部「835倶楽部」に参加しませんか？
会員特典がいっぱいあります。
（現在、会員数1950名）

日

ラムを実施。延べ受講者224名。
また番組サポーターとして、卒業生が活躍中。

会員限定開局 20 周年プレゼント

ＦＭ宝塚835倶楽部

□お食事券、お買物券など素敵なプレゼントあり

今回は〈開局記念〉として以下の豪華なプレゼントをご用意しました。
会員限定ですが、いまからご入会の方も応募いただけます。

宝塚ホテル

ペア宿泊券（1組）、お食事券（2組）

ホテル若水

ペア宿泊券（1組）、入浴付お食事券（2組）

ＦＭ宝塚

防災ラジオ
（5台）
アピアお買い物券2,000円（20名）
シネ・ピピア鑑賞券（20名）

応募方法

□ＦＡＸ 0797-76-5565
□メール

club@835.jp

□はがき 〒665-8543 エフエム宝塚（住所不要）
希望商品名、住所、氏名、会員番号を記入の上、12月31日
（木）
までにお申し込み

11月13日（金）

ください。当選者の発表は番組やＨＰ等でお知らせいたします。

（感染の拡大などによっては、大会を延期又は中止する場合があります）

心をこめた麺づくり！
お客様の「おいしい」が
私たちのプライドです。

パート・アルバイト募集中！ 今里食品で一緒に働きませんか？
宝塚市高司5丁目1番52号
TEL 0797-76-3221 FAX 0797-76-3226

http://www.imazato-foods.co.jp

家族みんなが笑顔になれるリフォームへ

山田建設興業は
「株式会社てらす」
に社名が変わりました!
お客様と地域を
明るく照らすお手伝い♪
てるみ 1才や。

好きな子守歌は、
「先ずは一献」と、
「ビバ！宝塚」や。

てるこ ちょっとおしゃまな10才。
ラ・ルチルさんで、
もっときれいになりたいな。。。

ます！
ており
し
ち
お待

住まいのお困りごとを直ちに解決いたします！

が
私たち

住所

アドバンス

YouTubeで
お得情報を配信中！
！

ご家庭の網戸から公共工事まで
50年以上の実績と信頼!

宝塚市向月町2番25号

フリーダイヤル

0120 - 868650

7 0120 -711- 230

URL http://advance-2.com/reform/
営業時間 8：00〜17：00 日・祝休み
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ハローハローゴー

〒665 - 0822 宝塚市安倉中5 - 2 - 33

（176号線バイク館SOXさんのお隣りです♪）

わが家の修理屋さん

診療時間

月

火

水

木

金

土 日・祝

9：00〜12：30
16：00〜19：30
休診日：木・土曜午後／日曜／祝日

☎0797-62-6221

English
Available

宝塚市逆瀬川1丁目11-1 アピア2 1階

アピア2

1階 アピア2へお進みください

https://www.aiaipark.co.jp
18

あれから20 年

〜新しいステージへ〜

COOL CHOICE

キャンペーン

お買物も、お食事も、魅力いっぱいのソリオ宝塚でどうぞ。
ソリオ宝塚専門店街

（ソリオ宝塚1階G階）
営業時間 10：00 〜20：00

グルメ店舗は22：00まで
ダリア装飾10月初旬

ハロウィン装飾10月中旬〜

ソリオ宝塚
公式LINEアカウント

クリスマス装飾11月中旬〜

※写真は昨年ソリオ宝塚名店会主催で実施されたイベントの様子です。

お友達登録でお得な
情報をGET！
LINE ID 769bdcve

お車でお越しの場合は以下の駐車場をご利用下さい。

P

①ソリオ第1駐車場 6：00〜23：00（入庫は22：00まで）
30分 200円 以降 30分毎 200円
② 花のみち駐車場
8：00〜22：00（入庫は21：30まで）
1時間 400円 以降 30分毎 200円 最大1,000円
③ソリオ第4駐車場 6：00〜25：30
1時間 200円 以降 30分毎 200円 最大1,000円 月極契約者募集中！
（TEL 81-8206）
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「地球温暖化防止」
に関する、
あなたのちょっとした気遣いや工夫を作文にしてお送りください！
エフエム宝塚では、番組やCMで情報を発信していますが、持続可能な社会を目指すため、広く一般より
「COOL CHOICE」
をテーマにした
作文を募集しています。
（テーマ例・わが家の
「COOL CHOICE」作戦・地球温暖化に思うこと など）
年齢や居住地は不問です。
みなさまからのご応募、
お待ちしています！
締

切
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P①

送 〒６６５-８５４３ エフエム宝塚 宛（住所不要）

メール ｃｌｕｂ＠８３５．
ｊｐ
厳正な審査を経て、12月中に番組やホームページで発表します

P③

188 ソリオ

１１月３０日
（月）必着

文字数

ローソン

宝塚

宝来橋

★ソリオ宝塚専門店各店で、1,500円以上お買い上げのお客様に1時間駐車無料サービス券を贈呈
（一部対象外店舗もございます）

店舗・事務所出店希望は右記まで

ソリオ宝塚公式HPは
こちらから
https://sorio.jp

作文募集／パネル展

教会

最優秀賞 ３万円
（１名）
・優秀賞 １万円
（３名）
入賞 ３千円
（２０名）
のアピアお買物券をプレゼント！
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パネル展のお知らせ
期

間

場

所

1０月１日
（木）〜９日
（金）
アピア１の２階 ふれあい広場

（阪急逆瀬川駅前）

お問合せ エフエム宝塚

TEL ０７９７-７６-５４３２
FAX ０７９７-７６-５５６５

FM 宝塚「豊島美雪 昼下がりのジャンヌダルク」
「若水 PUSHER！
！
！」
（毎月第 4（木）12：30 〜）
ホテル若水・宝塚温泉・ウィルキンソン炭酸など
宝塚の歴史や魅力を紹介

FM宝塚開局20周年

御祝
ご宿泊招待チケット
（1組）
入浴付お食事券（2組）

プレゼント！
！
詳しくはp.18をご覧ください

〒665- 0845 兵庫県宝塚市栄町2丁目10番14号
宝塚新興産ビル5F-B

TEL 0797- 26 - 6804

税務に関するあらゆるご相談をお待ちしております

安心の最高峰を、地域へ、世界へ。
第 一 生 命 宝 塚オフィスは35名の生 涯 設 計デザイナー
とともに地 域のお客さまに安心をお届けします。
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応募はがきまたは
官製はがきでご応募ください
宝塚市
限定

プレミアム付き商品券（すみれ商品券）

予約応募
期間

令和2年

（消印有効）
10月1日（木）〜10月10日（土）

【応募方法】参加店に設置されている応募はがきまたは官製
はがきに郵便番号・住所・氏名（フリガナも）
・電話番号・希望冊数
（１冊〜５冊まで）を明記の上、63円切手を貼って投函してく
ださい。

0日
12月3
令和2年 。
月1日〜 きません

11
令和2年

は使用で
た商品券
有効期間 間を過ぎ
※有効期

月30日
2年12
日〜令和 せん。
11月1 用できま
令和2年 品券は使
た商
有効期間 間を過ぎ
※有効期

※応募は一人に付き1通に限ります。お申し込み多数の場合は抽選となります。

【送付先】
〒665-8799 宝塚郵便局留
宝塚市商店連合会 事業本部 行

主催／宝塚市商店連合会（0797-85-2255）
後援／兵庫県・宝塚市・宝塚商工会議所
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あれから20 年

〜新しいステージへ〜

祝開局 20 周年
新しいステージに挑戦を !
阪神淡路大震災を契機に誕生した FM 宝塚、
災害情報など宝塚の防災の要として、
さらに「宝塚 1 万人のラインダンス」
「宝塚 23 万人の花火大会」と
地域の活性化に大きな役割を果たしていただいています。
これからも「市民のラジオ局」として
活躍していただくよう期待しています。

WE♥TAKARAZUKA！
第14回 宝塚ゴルフサーキット杯
「太田元治の実況！Sports ARENA」
毎週土曜日 16時〜17時

予選 2020年

雲雀丘GC（11/26）
☎ 072-758-3333

愛宕原GC（12/23）
☎ 072-759-3444

（1/26）
宝塚GC（新コース）
☎ 0797-71-2251

宝塚クラシックGC（3/23）
☎ 0797-86-6261

宝塚高原GC（4/27）
☎ 0797-88-5353

太平洋C宝塚コース（5/17）
☎0797-91-1001

新宝塚CC（10/30）
☎ 0797-91-0241
2021年

鳴尾GC（2/22）
☎ 072-794-1011

決勝

（9/28）
旭国際宝塚CC（7/26） 宝塚けやきヒルCC（8/19） 宝塚GC（旧コース）
☎ 0797-91-0301
☎ 072-799-1177
☎ 0797-71-2251

大宝塚GC（6/28）
☎ 0797-91-1361

会長 栗田義博

優勝賞品『宝塚満喫セット』宝塚歌劇鑑賞券、ホテル若水宿泊券など、宝塚産品29点！
参加賞
提供
21

寶菓匠

菅屋

きねや 乙女餅
寶もなか

永楽庵

☎ 0797-86-4748

いづみや本舗

☎ 0797-87-2453

炭酸煎餅本家

☎ 0797-86-3863

御菓子司

泉寿庵

黄金家

香月

☎ 0797-86-4662
☎ 0797-86-2962
☎ 0798-51-3253

一般社団法人
TAKARAZUKA

DENTAL ASSOCIATION

宝塚市歯科医師会
一般社団法人

宝塚市薬剤師会

会長 田川宣文
会長 村上史恵
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もっと気 軽 に 、
もっとキレイに ･ ･ ･

阪 急 逆 瀬 川 駅 前

ホテルの8Fなのに、気軽に通える。

オススメは、
リンパの詰まりを
とことん流してスッキリ
オイルを使った全身リンパマッサージ。

フェイシャル 3,300 円〜

TEL.0797（71）9800

ボディコース 6,600 円〜

w w w . a p i a1- 2 . c o m /

アピアさかせがわ

施術前や後に
温泉に入ること
ができます。
宝塚市栄町2-2-2 宝塚ワシントンホテル8F
T E L 0797-86-8180
受付時間 お昼12時〜最終受付21時
定 休 日 火曜日 駐車場あり

お友だち追加で

300 円クーポンプレゼント

毎月1回、500円クーポンが当たる抽選会があります！

第1･3火曜日

19:20〜19:30「伸子・文美の心の処方箋」コーナー放送中！

宝塚ワシントンホテル

COTY−TAKARAZUKA−

大谷建設

宝塚市栄町2-2-2
0797-87-1771

宝塚市川面5-10-38
0797-86-4293

宝塚市川面5-4-5
0797-84-6661

編集後記
エフエム宝塚は9月25日で開局20周年を迎えました。
長年にわたり弊社設立から支えていただきました宝塚市役所
関係者の方々に敬意を表すとともに、ボランティアや市民の
皆様のご協力、広告主のご支援にこの場をお借りして深く感
謝申し上げます。
これからも情報発信基地の一つとして、地元
に必要な情報を届け、地域に密着した番組作りをして参ります
ので、一層のご支援、
ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
最後になりましたが、本誌発行にあたりご協力いただきまし
た皆様に厚く御礼申し上げ、編集後記とさせていただきます。

エフエム宝塚 代表取締役

矢野浩臣

役員

サポーター

矢野浩臣・温井甚佑・石田光人・小早川優・新谷俊 ・西村鉱行・

有地洋一・池田裕・石原慶一郎・江崎尚子・柏礼子・梶原義郎・

吉田康彦・藤坂雅彦

亀島日出海・久家茉莉花・久保田真由美・肥塚真由美・後藤一郎・

番組審議委員
久保明子・井上芳治・多胡進・岡朋子・水島道子・三木基史・
羽田正樹・北久泰
スタッフ
東川憲和・友金勇治・谷泰三・白井康子・宇都康弘・島岡豊・
山本ゆう・亀野悦子・鶴秀利・清水栄治・柏谷百合子・細見満
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斉藤真喜子・佐々木孝昌・膳師早起子・竹廣大樹・谷田真紀・
豊永敏子・林元子・藤本まみ・松村綾佳・三浦智子・三戸裕徳
（50音順）

