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「エスコンフィールド HOKKAIDO」 への

移転でますます注目度の高まる､

北海道日本ハムファイターズ。 火曜から

金曜まで､熱血実況と必聴解説の

野球中継 「STV ファイターズ LIVE」 を

満喫した後は､田村みなみの 「リアル

タイム！」 で試合後の熱気といま知って

おきたい情報をお届けします。

個性派揃いの解説陣に今シーズンから新加入！

1994 年ドラフト 1 位でファイターズに入団、

北海道移転前後の重要な期間をエースとして活躍した

金村曉が野球の真髄に迫る解説で中継を盛り上げます！

自身の経験を生かして語る解説は要チェックです。

競馬応援の新番組 ! 金曜深夜にしろっぷが挑戦

演歌第七世代の注目株

初夏の風物詩 今年も開催決定 !

解説者に金村曉が登場！新時代のファイターズを応援

日曜の午後をもっとハッピーに！

競馬ビギナー ・草野あずみがお届けするハッピーな生放送。

競馬に関するニュースや豆知識など気になる情報をお届け

　　するコーナーや草野あずみのハマっているハッピーな

　　　コンテンツを紹介するコーナーなど､みんなで楽しめる

　　　　　　企画が盛りだくさんの番組です！

　　　　　　　競馬通もビギナーも聴き逃せない２時間です！

草野あずみのハッピー競馬

日曜１５:００～１７:００

数々の伝説が残り、 今でも多くのリスナーの間で語り草となっている

STV ラジオの 「深夜 0 時枠」 にしろっぷの 2 人が初登場。

「イイ加減にしろっぷサンデー」 ( 日曜 13:00 ～ 15:00) ではちょっと

放送できないような (!?)、 ギリギリトークとヒヤヒヤ企画で

令和の時代の限界に挑戦！攻めの姿勢で笑撃的な番組を目指します！

しろっぷのぶちかまし

金曜 24:００～ 25:００

デビュー５年目｡テレビ番組の出演も続々と決定し､

歌番組だけでなく､「レオン語」 を駆使した軽快な

トークでバラエティ番組への出演も相次ぎ､今年の

大ブレイクはもはや必至の新浜レオン。

ラジオ初冠番組が第２の故郷という北海道で実現。

演歌第７世代で一番の注目株の新番組は必聴です！

特選！うたわたり

第２月曜 18:30 ～ 19:００

いつでも好きなタイミングでコンテンツを

聴くことが出来る Podcast （ポッドキャスト）。

STV ラジオのホームページだけではなく､

｢Apple Podcast｣｢Google Podcasts｣

｢Spotify｣｢amazon music｣等で配信中！

村雨美紀アナウンサーの

Podcast 限定のオリジナル番組が４月から配信 !

今年も開催決定､ ＳＴＶラジオ夏のおまつり｡

道内さまざまな自治体のグルメや楽しいお店､

札幌パークホテルの美味しいビアガーデンに、

もちろんパーソナリティのステージも！

※イベントの詳細は５月中旬頃、ＳＴＶラジオのホームページや放送で
　 順次､お知らせいたします。

火〜金曜
17:55 ～試合終了

新浜レオンの歌を聴いておくレオン！！

白井一幸　　　　  高木豊         坪井智哉        西崎幸広         平野謙        千藤三樹男 金村曉



３月某日､よりみなさんに楽しんでいただけるタイムテーブルを作るため

タイムテーブル編集部の木村洋二・田付美帆・加茂静夏は、

札幌市西区「手打ち蕎麦 もんど」で､そば打ち体験を実施。

そば打ち職人風の衣装に身を包んだ木村洋二。

まるでわが子を撫でるようにそば粉を撫で､愛情をこめて生地を伸ばします。

いかにも美味しいそばを打ちそうな雰囲気を醸し出していましたが､

店主の向井さんが「近年まれにみる…」と思わず声に出したほどの出来（汗）

そば屋さんコントをしながら終始楽しんだそば打ち体験。

最後は打ったそばをみんなで試食。

見た目は不格好な「そば」は、思わず笑顔がこぼれる美味しいそばでした。

温かいメニュー

安い･早い･旨い。出前のように自宅や会社で楽しめます。
料金はいずれも無料で提供いたします。
心温かい番組を目指しておりますので、冷たい対応は出来ません。

           （インドアアナウンサー）村雨美紀のおうち時間 /               もうひとつの卒業文集
アイヌ語ラジオ講座 / 藤岡みなみのおささらナイト / 太陽系第13惑星 / 藤井孝太郎のログイン!うら☆PA
こころラウンジ / Dr.トーコのラジオ診療室 / 和久井薫の元気!発見 / 明石のいんでしょ大作戦! 19番Ｈ
解決ラジオ! 教えて､あきちゃん / TURNING! ~Rooting for You~ / 北海道ライブ あさミミ!　ほか

● 「Apple Podcast」「Google Podcasts」「Spotify」 「amazon music」「STV ラジオホームページ」で配信中 

● 「ラジオクラウド」で配信中 
北海道ライブ あさミミ!  / ようへい商店バックヤード / Dr.トーコのラジオ診療室 / 太陽系第13惑星 
河村通夫の桃栗サンデー/ 藤井孝太郎のログイン!うら☆PA ほか

手打ち蕎麦 もんど

すすきので７年営業していたお店が昨年西区に移転。

幌加内・摩周・黒松内など、その時々で一番適した産地を

使い分ける手打ち蕎麦。甘みのあるつゆ、季節感を大切に

した天ぷらが人気。蕎麦が大好きでこの道を選んだ店主に

よる、手打ちそば体験もおすすめ。

西区発寒 6 条 9 丁目 17-28  F-BLDG・6  1F 101
☎ 011-205-0395

西区

橋本社長のウクレレチャレンジ 
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日曜 18:30～18:40土曜 18:00～18:30 日曜 18:40～18:50土曜 7:30～8:00 日曜 8:45～8:55 日曜 18:50～19:00

ame@stv.jp 初回配信 4 月 4 日 ( 火 )

北海道民のみなさまの､そばに置いていただいて 60 年。
2022 年 1 月から 2023 年 3 月まで､さまざまな形で感謝を伝えさせていただきました。
61 年目を迎えたこれからも、あなたのおそばに STV ラジオをよろしくお願いします。



和久井薫
和久井薫の元気 ! 発見

手打そば 和味

天ぷらそば

蕎麦は細くコシがある。国道に

面した海を眺めながら食べる。

ご主人の細やかさとこだわり。

本当に旨い。

江差町字愛宕町 40-1
☎ 0139-52-1211

江差

中嶋あゆみ
リクエストプラザ

蕎麦彩彩 久留葉

桜エビかき揚げそば

美味しい美味しいかき揚げは

静岡・駿河湾の桜えびを使って

ます！キリッとつゆに喉ごし

なめらかなお蕎麦♡

函館市元町 30-7
☎ 0138-27-8120

函館

村岡啓介
リクエストプラザ

一福そば店

たまごとじそば

明治 27 年創業。優しい出汁の

甘さとフワフワたまごとじが

相性抜群！一子相伝の伝統の味を

ご堪能あれ！

小樽市色内 1 丁目 6-8
☎ 0134-22-1043

小樽

油野純帆
まるごと!エンタメ～ション

手打蕎麦 いちむら

せいろ

ニセコの湧き水「甘露水」で

毎朝手打ちされるお蕎麦は、 

するするっといくらでも

食べられてしまいます！

倶知安町ニセコひらふ4条1丁目1-15
☎ 0136-23-0603

倶知安

永井公彦
北海道ライブ ! あさミミ

手打そば両国食堂

山かけそば(温)

太めのそばが山かけによくカラ

みます！卵はあとでかき混ぜ・・

とろりっ！季節には「ラワン

ブキの天ぷらそば」も！！

足寄町北 1 条 3-8
☎ 0156-25-3755

足寄

熊谷明美
ごきげんようじ

蕎麦処 目分料

もり蕎麦

少し濃いめのそばつゆは、鰹と

昆布の旨味しっかり、そこに

コシと風味のバランスが絶妙な

そばが最高に合います！

清水町南 5 条 3-1
☎ 0156-62-4226

清水

草野あずみ
草野あずみのハッピー競馬

郷土料理 奈辺久

わかさぎ天ざる

コシがある自家製の手打ちそば。

そして、ふっくらサクサクの

わかさぎの天ぷらが最高です！

もうたまらない！

釧路市阿寒町阿寒湖温泉 4-4-1
☎ 0154-67-2607

阿寒
釧路市

木村洋二
ごきげんようじ

狐狸庵

えび天そば

やや太めのコシのある手打ち。

４種類の素材から出汁をとった

というつゆ。えび天そばは、

カリッと揚がって最高！

江別市大麻東町 13-2
☎ 011-386-2010

江別

藤井孝太郎
藤井孝太郎のログイン ! よる★PA

希林

ピリ辛もつそば

ゴロゴロもつとそれから出る出汁・

お椀から溢れる程のピリ辛つゆが

太めのそばの旨味と合って最強です。

地獄のモツそばにも挑戦したい！

岩見沢市大和 1 条 7 丁目 3-3
☎ 0126-25-6969

岩見沢

内山よしこ
工藤じゅんきの十人十色

酒とそば 錦水庵

せいろ

小林酒造の敷地内、昭和元年に

建てられた古民家では「美味し

い蕎麦」と「ノスタルジー」が

満喫できます！

栗山町錦 3-95 小林酒造敷地内
☎ 0123-73-7171

栗山

田村みなみ
リアルタイム !

やき鳥 たつみ

モツそば

お蕎麦と美唄やきとりの共演！

もつ串の炭火の香ばしさ、

鶏の旨味が染みた麺。

何から食べよう！心躍ります！

美唄市西 1 条南 1 丁目 1-15
☎ 0126-63-4589

美唄

ようへい
しゃかりき ! ようへい商店

そば処 だるま家

かしわそば

更科好きのきっかけになった

故郷のお蕎麦屋さんです。

やや濃いめのつゆなので

お口直しは「ようへい饅頭」で。

芦別市北 1 条東 1 丁目 6
☎ 0124-22-2218

芦別

松崎真人
MUSIC★J

小樽・蕎麦屋・籔半

せいろ(地物粉)

小樽の美味しい水で打ったこちらの

せいろ、一口めは蕎麦つゆを付けず

に食べてみて下さい。清冽な香りが

ふわっと鼻に抜けていきます。絶品。

小樽市稲穂 2 丁目 19-14
☎ 0134-33-1212

小樽

しろっぷ
イイ加減にしろっぷサンデー

いずみ食堂

たこかき揚げ天そば

唯一無二すぎる極太麺！ここで

しか食べられない田舎蕎麦！

極太コンビ（しろっぷ）も

大満足大満腹！

日高町字緑町 41-22
☎ 01456-2-5302

門別
日高町

黒岩孝康
GOOD DAYS MUSIC

ブタ肉そば

いずみ食堂と言えば！

やはり極太の手打ち蕎麦で

麺に食感があり食べ応えが

あって大好きです！

明石英一郎
明石のいんでしょ大作戦 !

立ち喰いそば屋 天勇

かけそば・ゲソ丼

サンロク街路地飲みの

聖地・ふらりーと出入口の名店。

好みの蕎麦と、旭川の隠れ名物？

ゲソ丼で決まり！

旭川市 5 条通 7-1187 番 7
☎ 0166-23-6736

旭川

八幡淳
北海道ライブ ! あさミミ

蕎麦切り くろ

岩のりそば

季節の天ぷらなど、アテも充実の

昼飲み放題が最高！

締めは岩のりの香りと喉越しが

たまらないこれです。

中央区南 1 条西 4 丁目 5-1
大手町ビル B1F

☎ 011-596-6297

中央区

奈良まなみ
リクエストプラザ

酒とそば まるき

山かけとろろ

スルスルっと入るしなやかな

こだわりの蕎麦。定番メニュー

のほかに季節のお蕎麦や丼もの

とのセットもおすすめ！

牧やすまさ
吉川のりお スーパー LIVE

さくら庵

鴨せいろ

粋な店構えのカウンターが定席。

鴨せいろに熱燗－。

粋な店主が顔を出し優しい笑顔、

こちらも返して幸せ時。

中央区南 5 条西 24 丁目 1-34
☎ 011-533-0789

中央区

中央区南 2 条西 2 丁目 8
カドレビル 1F

☎ 011-221-4328

中央区

3６号線
中継レポーター

菊水

知床ざるそば

麺とつゆどちらも最高に美味しい！

麺を食べた時の風味、そして

つゆも飲んじゃうくらいうまい！

昔から1位！

番外編

2 人前

工藤じゅんき
工藤じゅんきの十人十色

そば処 大和

大盛りそば

魂込めて逞しい腕で打つ白く

細い蕎麦を、どこよりも安く

どこよりも多くの心意気っ、

小林さん、恵庭でもガンバ！

恵庭市京町 22-2
※4 月中旬～下旬  移転オープン

ちゃぼ
イイ加減にしろっぷサンデー

そば屋山と空

きのこと豚肉

定山渓の豊かな自然に囲まれ

ながら頂く、細打ち麺ときのこと

豚肉の旨味がつまった一品。

ツユの出来も秀逸！

南区定山渓温泉東 2-94-1
☎ 090-1385-9812

南区

庭野ほのか
北海道ライブ ! あさミミ

想咲そば処 香凛

そば刺身

蕎麦はすするだけじゃない？！

シンプルに塩でいただくので

蕎麦本来の味わいが楽しめます♪

( もちろん日本酒のアテに…)

西区

ランラン号
中継レポーター

蕎麦 心空

穴子の天もりそば

ほっくほくで甘い穴子天。

つるつると箸が止まらないおそば。

自分へのプチ贅沢にぴったりの

一品です！

中央区

中央区北 1 条西 19 丁目 2-17
表参道明豊ビル 1F

☎ 011-213-8118

吉川のりお
吉川のりお スーパー LIVE

手打ちそば喜心

ごほう天そば

風味のある蕎麦と、すっきり

したつゆのバランスが絶妙で、

とにかく居心地がいいので、

ぜひあなたも！！

中央区南 16 条西 10 丁目 2-17
☎ 011-521-3566

中央区

河村通夫
河村通夫の桃栗サンデー

志の家

そばがきと卵焼き

玄関脇の盛り塩、扉を開けると

江戸の風情。職人技の築山の景。

先代から受け継がれた花鳥風月。

蕎麦がきを頂く。

中央区南 2 条西 12 丁目 323-10
リナパートナーズ南 2 条 1F
☎ 011-281-1045

中央区

加茂静夏
明石のいんでしょ大作戦 !

手打ち蕎麦ルチン

鴨せいろ

ほのかに甘いうま味あふれるつゆ、

そしてコシのあるそばは喉越しも

抜群！鴨肉も柔らかく美味。

食べると幸せな気持ちになる一品。

中央区北 3 条西 12 丁目 2-1
☎ 011-557-0346

中央区

恵庭

佐々木たくお
まるごと!エンタメ～ション

かしわそば
豊平区平岸 5 条 10 丁目 5-7
☎ 011-814-2828

喜瀬ひろし
喜瀬ひろしの青春演歌

北海道そば 蕎麦紀行

海老かき揚げそば

お店の女性の方々が明るく

元気なのです。

束の間お蕎麦を食べる時、

気持ち良く過ごせます。

北区北 6 条西 3 丁目
JR 札幌駅構内

☎ 011-207-1771

北区

豊平区

兼子真衣
まるごと!エンタメ～ション

鴨せいろそば

極太ちぢれ麺がよくつゆに絡んで、

たまらなく美味しいです！

一度食べたら虜になってしまい

ます♡

清田区平岡公園東 1 丁目 12-5
☎ 011-882-8131

清田区 手打ちそばさくら 平岡本店

田付美帆
ごきげんようじ

そば処 武柳庵

炙り鴨せいろ

頑張った日のごちそう蕎麦！

炙られた滝川産の鴨肉、つゆに

広がる脂とうま味。石臼挽き

手打ちそばのコシと風味が最高！

西区八軒 8 条東 2 丁目 4-21
☎ 011-717-4343

西区

上田あや
北海道ライブ ! あさミミ

そば処 丞

天ざる

お蕎麦の香り、つゆの塩梅と

全てが好み！天ぷらも絶品で

薄衣を纏い、サクッと軽めの

食感がとても上品です。

豊平区平岸 5 条 7 丁目 8-27 
☎ 011-826-5388

豊平区

エッセイ「一杯のかけそば」　木村洋二
もし仮に人生ゲーム・アナウンサー編があったとしたら「飲み過ぎて大損失・振り出しのまましばらく待機」です
やってしまいました、あれは忘れもしない新人アナウンサー大歓迎会でのこと。「こよいの主役はキミ、どうか無礼講で」ということで勝手にビールに焼酎、ワインにウイスキーと
しこたま飲んで騒いで…階段で足を踏み外して転倒、そして大出血。気が付けばあごを三針縫うという裂傷を負ってしまったのです。何よりショックだったのは両親が就職祝いに
買ってくれた真新しい濃紺のスーツの袖が赤く染まっていたことでした。
翌朝はクビを覚悟でおわび行脚。頭を下げ続ける私に、いつもは寡黙な大先輩が静かに近寄ってきて「アナウンサー、良くも悪くも目立ってナンボの商売だ、そんなの気にするな」
って声をかけてくれたんです。そのさりげない一言が迷える子羊ちゃん（僕のことです）を救ってくれました。心の中で感謝して、
その日の夜、ひとりアパートに帰って泣きました。それでも「のど元過ぎれば熱さを忘れる」。たまにあるんですよね、ひどい二日酔いが。
そんな時は、あっさりとしたものに限ります。私の場合は決まって立ち食いそば屋さんのかけそば。
ところが先日、目の前に出されたかけそばには大きな野菜のかき揚げが入っています。どうやらめんも増量されているようです。
カウンターの向こうでおばちゃまがほほ笑みながら、「洋二さんの大ファンだからサービスしちゃう、内証だよ」とささやくように一言。
心の中で感謝して、その場でひとり泣きたくなりました。

編集後記

前回の特集は「ラーメン」で好評を頂きまして、第二弾は「そば」とさせて頂きました。いかがでしたでしょうか。パーソナリティからは推薦するお店を2店舗まで
出しているため、もっと紹介させて頂きたいお店の候補があるのですが、泣く泣く割愛させて頂きます。そして、お住まいの近くの地域に店舗がないという方、
大変申し訳ございません。ちなみに、お店が今よりも混雑すると対応するのが難しいという理由によりで、掲載ＮＧのお店も複数店ありました。
編集スタッフ(普段は番組プロデューサー・ディレクター )の中では、奈井江町「手打ちそば処 からまつ園」、西区「手打蕎麦のたぐと」、陸別町「秦食堂」など、
お薦めしたい店舗がたくさんあるのですが、またいつかの機会にさせて頂きます。そば屋さんへ行く道中もSＴＶラジオにぜひお付き合いください。

特集

●掲載内容は取材時 (2023 年 3 月 ) のものです。商品名・内容等変更となっている場合もございます。詳しくはお店へお問合せください。

お蕎麦が美味いのは言うまでもないん

ですが、個人的なオススメポイントは、

なんまら気持ちのいい対応をして

くれるお店の方々！人も蕎麦も最高！

西区琴似 1 条 6 丁目 2-24
ハイムリバーフィールド 1F
☎ 090-7640-1278

スーパーマーケットなどでお買い求めください

（北海道新聞  2005 年 8月12日掲載）



TIME TABLE 2023.4 〜 2023.9

月 火 水 木 金
５ 00 

まいどあり～。

5:30 ▶▶▶ 8:00 
asamimi@stv.jp

６

７

８ 8:00 ▶▶▶ 10:00 
rikupura@stv.jp

９

10:00 ▶▶▶ 13:00 
toiro@stv.jp

10

11

12

13

14

15

13:00 ▶▶▶ 16:00 
marugoto@stv.jp

16

17

18

16:00 ▶▶▶

live@stv.jp

19

20

21

22

23

０

19:00 ▶▶▶ 20:00 

１

２

３

４
30 Brand Newえんか
45 Buy Now

22:00 ▶▶▶ 0:00 

0:00 ▶▶▶ 1:00

22:00 ▶▶▶ 0:00 

土 日
00 心のともしび５
森野熊八グルメタイム～ニッポン全国うまい うまい！～

15 週刊なるほど！ニッポン
25 合田道人の歌はともだち！
30 わくわくお届け便
45

６

８

00 まいどあり～。
15 旬 ! SHUN! ピックアップ
30 銀シャリのおむすびラジオ
45 Buy Now

７ 00 家族草子 ～それぞれの物語～
15 まいどあり～。
7:30 ▶▶▶ 8:00 

okome@stv.jp

y@stv.jp

13

５

15

21

19

00  わくわくお届け便
15  Buy Now
30  たんぽぽの綿毛time♪ ハイ！ＳＴＶラジオです
40  いいものテンミニッツ！
50  おはよう！ニッポン全国消防団

６ 00  松井宏夫の毎日笑顔！元気塾

30  まいどあり～。
45  わくわくお届け便

７ 00  アイヌ語ラジオ講座
15
30
45  旬 ! SHUN! ピックアップ

８ 00
15 まいどあり～。

45

９ Dr.トーコのラジオ診療室
15 

10

11

17
30 しあわせ演歌・石原詢子です

15 ＴＯＮちゃんのほっかいどう大好き
00 福田こうへいのゆっくり行ぐべぇ～

松山千春

22 TURNING! ~Rooting for You~00

30 水樹奈々スマイルギャング
23

00 藤原竜也のラジオ

１

２

３

45
30 相川七瀬 ROCK GOES ON

４ 00 ミュージックコレクション

18

00

30

21

0022

00

０

１

３ 3:00 ▶▶▶ 5:00 

05 松永ひろきの毎日笑顔！元気塾

genki@stv.jp

@yo_stv

貴族の時間

kizoku@stv.jp

Knock on the Rainbow
rainbow@stv.jp

藤岡みなみのおささらナイト
minami@stv.jp
@StvrOsasara

pm@stv.jp
@popm_stv

30藤井孝太郎のログイン！よる☆ＰＡ
pa@stv.jp
@login_yorupa

ainu@stv.jp
福田ひとしのRun! Fun! ほっかいどう run@stv.jp

13@stv.jp @13th_stv

toko@stv.jp
100nen@stv.jp

momokuri@stv.jp

kuro@stv.jp

00香澄の江差恋唄

kise@stv.jp

kazumi@stv.jp

遠藤/ゴリラの朝から歌謡♪

オールナイトニッポン

ＯＮ       ＴＨＥ     ＲＡＤＩＯ

和久井薫

工藤じゅんき 内山よしこ

吉川のりお

森山良子 鈴木杏樹 渡辺満里奈
（月） （火） （木）

（月）Ado

（金）三四郎

ケンタ・中村笑野

銀河祐・紅雅みすず

明石英一郎・加茂静夏

木村洋二・熊谷明美

黒岩孝康

加藤浩次・山口一郎

メール 各番組の 宛てに送るだけ！
その他の番組へは radio@stv.jp に！ FAX  011-202-7290 （24時間受付）

※番組名をお忘れなく！
はがき
手紙

 〒060-8705 SＴＶラジオ
※番組名をお忘れなく！

工藤じゅんきの十人十色
吉川のりお スーパー LIVE

工藤じゅんきの十人十色
まるごと！エンタメ～ション

週替りパーソナリティ

イキイキ健康！

（火）緑黄色社会 長屋晴子（月）山田裕貴 （水）JO1 （木）週替り

55 ＳＴＶニュース

ＫＡＮのロックボンソワ

00中村七之助のラジのすけ

月～金 13:40～

木村洋二ya@stv.jp

櫻坂 46 こちら有楽町星空放送局30

17:55（火～金） 
18:00（月）

ランラン号キャスタードライバー
正下 実紅 ひろし　じゅんぺい ササキサキ

しろっぷ ３６号線

心のともしび
朝からエンタメで笑(SHOW) !

（木・金）永井公彦 上田あや

喜瀬ひろしの
青春演歌

yo@stv.jp

20:00 ▶▶▶ 21:00 

00 
15 
30 特選！うたわたり

（金）霜降り明星（木）ナインティナイン（火）星野源 （水）乃木坂 46

3:00 ▶▶▶ 5:00（金） 
4:30（月～木）

（月）フワちゃん （火）あの （水）佐久間宣行 （木）マヂカルラブリー

kan@stv.jp

0:00 ▶▶▶ 1:00 

30すすきのの
susukino@stv.jp

根本悠　　　　　   ・坂田広之

1:00 ▶▶▶ 3:00 

1:00 ▶▶▶ 3:00 

週替りパーソナリティ

15

堺なおこの人生１００年時代の処方箋

10:00 ▶▶▶ 11:00 

11:00 ▶▶▶ 13:00 

ky@stv.jp

21:00 ▶▶▶ 22:00 

radio@matsuyamachiharu.com

tng@stv.jp

30 工藤じゅんきの
人生は映画とともに

jinsei@stv.jp

00 モーニング娘。’ 23のモーニング女学院
～ 放課後ミーティング ～

1:00 ▶▶▶ 2:00 

2:00 ▶▶▶ 3:00 
なにわ男子の

初心ラジ！

jiro@stv.jp 田村次郎

【最終週】

30

00 田中賢介のアフタースクール
kensuke@stv.jp

13

18

9:30 ▶▶▶ 10:00 

5:20 ▶▶▶ 5:30 

火～金 17:15～

16:45 頃～ スポーツ伝説
17:00～ ニュースパレード

【水】12:18 頃～ じゅんきのさっぽろ世間話

7:32～ スズキ・ハッピーモーニング 羽田美智子のいってらっしゃい

下町ロケット ～ゴースト編～
旬 ! SHUN! ピックアップ

21:00 ▶▶▶ 22:00 
win@stv.jp

ＧＯＬＤ

名取裕子   森高千里   岸谷香
（水）1・3 週目 2週目 4週目

0:00 ▶▶▶ 1:00 

05

野々村芳和 吉川のりお

8:00 ▶▶▶ 13:00 

中継レポーター
大田黒ヒロタカ 田付美帆

セブン -イレブン探険隊

aka@stv.jp13:00 ▶▶▶ 18:00 

大楽勝美の
クラシックも聴いてみよう！

dai@stv.jp

島太星のぽっぷんアイランド23

太陽系第１３惑星

河村通夫・若杉佳子

田村みなみ

13:00 ▶▶▶ 15:00 sp@stv.jp

０

【月・火・金】 【水・木】

(ゴールデンルールズ)

30  Buy Now

札幌・小樽・苫小牧・室蘭　 　　AM 1440kHz
旭川・留萌・名寄・稚内・遠別　 AM 1197kHz
網走・遠軽　　　　　　　　　       AM    909kHz
釧路・北檜山・江差　　　　  　     AM    882kHz
函館　　　　　　　　　　  　　     AM    639kHz
帯広　　　　　　　　　　　　　 AM 1071kHz
根室　　　　　　　　　　　　　 AM 1062kHz
北見　　　　　　　　　　　　　 AM 1485kHz

※特別番組等により番組・出演者が変更となる場合がございます。ご了承ください。

ラジオクラウドで
番組コンテンツを配信中

ポッドキャストで
番組コンテンツを配信中

● ＳＴＶラジオホームページ
● Apple Podcast   ● Spotify
● amazon music  ● Google Podcasts

00 

月替りパーソナリティ

6:41～ ＥＮＥＯＳプレゼンツ あさナビ

牧やすまさ

17:55 ▶▶▶ 21:00 ※試合終了まで放送
win@stv.jp

●解説／              金村曉・白井一幸・千藤三樹男
高木豊・坪井智哉・西崎幸広・平野謙

●実況／永井公彦・岡崎和久・神谷誠・工藤聖太
佐藤宏樹・岡田和樹

©HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS

kenta@stv.jpこおり健太のまごころ唄心
こころラウンジ ko@stv.jp

もうひとつの卒業文集

荒野拓馬のGO!GO! コンサドーレ

しろっぷ・ちゃぼ
(じゅんぺい・ひろし )

happy@stv.jp15:00 ▶▶▶ 17:00 

草野あずみ

30 白井一幸ブリング・アップ

40 宮西尚生のなんとかなるさ

50

こっそりやってまラジオ

けさまる   ひとみ しょうげ   みく

19:00 ▶▶▶ 21:00 

松崎真人

mj@stv.jp

ＳＮＳで番組情報を発信中 !   フォロー・チャンネル登録をしてチェック !

#ようへい商店

#田村みなみのリアルタイム

#おささらナイト

#ぽっぷん

#よるぱ

#タムラジオ

#しろっぷサンデー

hcs@stv.jp

sotsu@stv.jp

#marugoto

週替りパーソナリティ
up@stv.jp

miya@stv.jp

levanga@stv.jp～ LEVANGA LABORATORY ～レバ・ラボ！

( 別枠参照 )

#いんでしょ

【第１週】山内惠介の歌一本勝負
【第２週】

【第３週】松原健之 歌をあなたに
【第４週】走裕介の走る演歌道

keisuke@stv.jp

leouta@stv.jp

hashiri@stv.jp
take@stv.jp

特選！うたわたり

新浜レオンの歌を聴いておくレオン！！
#レオうた

【月】18:30～19:00

【第５週】(5/29・7/31) スペシャルプログラム

こおり健太のまごころ唄心【土】5:45～6:00 kenta@stv.jp
※ホームページをご確認ください 大田黒ヒロタカ

ＳＴＶラジオ
周波数

札幌圏　 　　                                                    FM 90.4MHz 天気
交通情報

5:35 / 6:24 / 7:24 / 8:40 / 10:32  
13:30 / 14:26 / 15:30 / 16:28 / 17:46

【 日 】

8:45 / 9:50 （天気のみ） / 10:48 / 12:45 
13:40 / 14:26 / 16:40 / 17:40

今朝丸 仁美

（月～水）庭野ほのか 八幡淳

※編成の都合等により変更となる場合がございます。ご了承ください。

ようへい

18:50～19:00   ※4/22・6/10・6/17 を除く
中央競馬 Ｇを狙え！！ g@stv.jp

 【月～金】 

【 土 】

13:26 / 14:26 / 16:40

フィロソフィーのダンス・奥津マリリの

（月・火）兼子真衣 佐々木たくお （水～金） 油野純帆

中継レポート

奈良まなみ 中嶋あゆみ（月・火） （木・金）村岡啓介（水）

sp@stv.jp

しろっぷのぶちかまし

(0405)



① ｢藤井孝太郎のログイン ! よる★PA｣のエンディングで最後に必ず言う言葉は､ログ○○○
② ｢工藤じゅんきの人生は映画とともに｣最も有名な映画賞といえば､アメリカの○○○○○賞
③ 吉川のりおが会場MCを担当しているアイスホッケーチームは､レッド○○○○○北海道
④ ｢リアルタイム !｣の田村みなみの出身､手稲区のキャッチフレーズといえば｢ていねって○○○｣
⑤ ○○○○○○ミュージシャンが登場する音楽番組｢TURNING! ～ Rooting for you ～｣
⑥ ｢家族草子 ～それぞれの物語～｣で本編前後のアナウンスの担当は○○○○よしこ
⑦ 加藤浩次と山口一郎｡ふたりの共通点は､北海道○○○市出身
⑧ ｢しゃかりき ! ようへい商店｣ ようへいの出身地・芦別市で有名なスープ料理といえば○○○○
⑨ ｢草野あずみのハッピー競馬｣を担当しウマ娘を目指しているのは､○○○あずみ
⑩ ｢工藤じゅんきの十人十色｣の名物コーナーといえば､家庭三昧○○○○十枚
⑪ 白井一幸は野球日本代表｢○○○○JA P AN ｣のヘッドコーチ
⑫ 河村通夫がラジオパーソナリティとしてデビューした 50年前の元号は○○○○
⑬ ｢イイ加減にしろっぷサンデー｣のしろっぷがおすすめしている蕎麦屋は｢いずみ○○○○○｣
⑭ 日曜 9時 15 分からは｢堺なおこの人生 100 年時代の○○○○○○｣
⑮ ｢Dr. トーコのラジオ診療室｣ 遠藤陶子先生が専門の○○○○の病気などを分かりやすく話す番組
⑯ 田中賢介がファイターズの選手だった時に主に守備をしていたポジションは○○○○
⑰ フォークシンガー・松山千春のヒット曲は､大空と○○○の中で
⑱ ｢ノノさんの朝ごはん｣野々村芳和はＪリーグ６代目○○○○○
⑲ ｢太陽系第 13 惑星｣は､我々が今いる○○○○から遙か離れた架空の星が舞台
⑳ すすきのの魅力を紹介する番組｢すすきのの｣ 、すすきのがあるのは札幌市○○○○○区
㉑ ｢ようじのぢかん｣で木村洋二がゲストに渡しているものは､金貨○○○
㉒ ｢明石のいんでしょ大作戦！｣でおつまみを紹介する名物コーナーは､つまんで○○○○○○
㉓ 月～金曜の朝６時・７時・８時､夕方４時は､札幌○○○○○の鐘の音で時刻をお知らせ

㉔ ｢Knock on the Rainbow｣ Rainbowを日本語に訳すと○○
㉕ ｢香澄の江差恋唄｣ 江差では三枚に下ろして乾燥させた身欠き○○○が乗ったそばが有名
㉖ 島太星が所属しているボーイズユニットの名前は､カタカナで○○○
㉗ 野球解説で初登場の金村暁｡所属していた球団は､ファイターズと○○○○タイガース
㉘ ｢大楽勝美のクラシックも聴いてみよう！｣大楽勝美が弾いている楽器は○○○
㉙ ｢北海道ライブ あさミミ！｣の永井公彦が学生時代に熱中していたスポーツは○○○○○○
㉚ ｢貴族の時間｣で平素よりお世話になっている民､平和を愛する民のことを○○○○と呼ぶ
㉛ 1970～90 年代の○○○○を中心に､今なお愛されるナンバーをお届けする番組は｢MUSIC★J｣
32 ファイターズ・宮西尚生投手が目指しているのは､史上初の通算４００○○○○
33 日曜 17 時 15 分からは｢TONちゃんの○○○○○○大好き｣
34 ｢藤岡みなみのおささらナイト｣本編の放送後に毎週配信する音声サービスは○○○○○○○
35 喜瀬ひろしも完走した､アメリカハワイ州の都市で開催されているのは○○○○マラソン
36 土曜朝 5時 45 分からは｢こおり健太の○○○○唄心｣
37 佐々木たくおが担当しているこの春 8年目を迎える番組は｢○○○○！エンタメ～ション｣
38 野球中継のレジェンド･和久井薫｡かつて札幌での巨人の主催試合の球場は､札幌○○○○球場
39 ｢しろっぷのぶちかまし｣がスタートするのは金曜 24時｡真夜中を英語で言うと○○○○○○
40 日曜深夜に放送中の音楽満載の 1時間は｢○○○○○○コレクション｣
41 ｢GOOD DAYS MUSIC｣は 1970 ～ 80 年代の○○○○がたっぷり聴ける 2時間
42 ｢ごきげんようじ｣のエンディングで最後に必ず言う言葉は､ごきげん○○○
43 ｢福田ひとしの Run ！ Fun ！ほっかいどう｣は､○○○○○の魅力を発信する番組
44 STV ラジオのラジオカーといえば｢○○○○号｣の中継レポート
45 「特選 ! うたわたり」でこの春から新たにメンバーに加わった演歌歌手は新浜○○○
46 牧やすまさが｢吉川のりおスーパ LIVE｣で登場するコーナーは､牧やすまさ○○○○のスピリッツ

リスナーであれば､簡単に答えられるはず？の46の問題。わからない場合もこの機会にラジオを聴き､番組と出会う新たなきっかけにしてください。
クイズに参加して頂き､正解だった方へ「ＳＴＶラジオノベルティグッズ」を１０名様にプレゼント！ ※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

【 応募先 】ハガキの場合･･･ 〒060-8705 STV ラジオ「タイムテーブルクイズ係」  　メールの場合･･･ radio@stv.jp
【 記入事項 】  「ラ」の数・「ジ」の数・「オ」の数・住所・氏名・電話番号　　【応募締切】2023 年 9 月 30 日 ( 土 ) 必着

下記､46の問題の答えで、「ラ」「ジ」「オ」の文字は
何個ずつ出てくるでしょうか？

正解が､漢字・ひらがなの場合も〇にはカタカナで記入
してください。〇はカタカナにした場合の文字数です。
｢シ｣と｢ジ｣を間違えないようにしてください。

「ジ」 「オ」
個 個

「ラ」
個

タイムテーブルの次回発行は､2023年 10月の予定です

タイムテーブルを郵送で受け取る方法
ご希望の方は返信用の切手を同封の上､郵送でお申し込み下さい。
〒060-8705 STV ラジオ「タイムテーブル係」
返信用切手として、「1～2 枚の場合 140 円分の切手」

「3 枚の場合 210 円分の切手」の同封が必要です。
ご希望枚数・郵便番号・ご住所・お名前のご記入をお忘れなく！


