
 【8】　No.1601  平成30（2018）年4月5日 　 【9】　  　特　集 特　集

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称略
　午後３時30分～（５分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります　

〈5日号〉 ４月５日～11日　イベントレポート「調布まち活フェスタ」、職員インタビュー　など
〈12日号〉４月12日～19日　「調布のスターを探せ！」「木島平おすすめ情報」など

放送時間　毎日正午～、午後４時～、８時～（各30分）
※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

　試合中の取材の様子

調布FMの記者席

収録中打ち合わせ中

試合後の記者会見の様子
囲み取材の様子

森重選手東選手

ラジオ/「８３．８ＭＨｚ」
パソコン/「ＬｉｓｔｅｎＲａｄｉｏ」
または「サイマルラジオ」
スマートフォン/無料アプリ
「ＬｉｓｔｅｎＲａｄｉｏ」

まるごとFC東京

　調布ＦＭは、調布市を中心に放送するコミュニティ放送局です。
文化会館たづくり３階のスタジオから、市政情報や市内のイベント情報など地域に密着した番
組を放送し、まちの魅力や皆さんの生活に役立つ情報をお届けしています。
　また、味の素スタジアムで行われるＦＣ東京ホームゲームの実況生中継や市民参加型の番
組など多彩なプログラムで放送しています。

　味の素スタジアムでのホームゲームは毎試合取材
しています。メインスタンドの記者席でメモを取りなが
ら、チャント（応援歌）を一緒に小声で口ずさんだり、
FC 東京のゴールにグッと拳を握ったり、心の中で応
援しながら見守っています。

調布FMは４月１７日に
　　　　開局２０周年を迎えます

　過去10 回の放送でいただいたリクエスト・メッ
セージはおよそ４万通です。調布FMで過去最大の
反響を得た番組を、20周年の今年、およそ2年ぶり
にお送りします。■程 8月下旬（予定）

　府中刑務所の所内のみで放送
している受刑者に向けた番組で
す。平成18年４月から毎月 1 回、
第2金曜日の午後2時から3時
に放送しています。事前にリクエストを募り、メッセージと
ともにリクエスト曲を流す番組です。

調布ＦＭを聞く方法
　「レコードってやっぱりい
いな」とリスナーに感じても
らうことをテーマに、実際に
レコードをかけてお送りす
る番組です。また、文化会
館たづくり1 階展示室でレ
コードジャケットの展示も行います。今回はさらに同
館 1階エントランスホールで公開録音を行います。
展示 /4月 1日（日）～15日（日）
公開録音 /4月 7日（土）・8日（日）・14日（土）
　　　　　15日（日）午後 1時～
■他公開録音で収録した内容の放送日は未定

レコード・ジャケット展

調布FMアニソン特番

事前の取材　
(味の素スタジアム）

打ち合わせ　
(調布FM）

ラジオ収録と編集　
(調布FM）

　試合結果やチームの最新トピックス
など、ＦＣ東京の全てがわかるサッカ
ー情報番組です。番組では、試合後の
臨場感ある選手の声をお届けしてい
ます。生の声から伝わる選手の心情を
感じてください。

毎週火曜日　午後10時～10時30分　
ナビゲーター　藤田京子

災害時は
調布FMで
情報収集を

けやきの散歩道

記念事業 レコードパラダイス４

■問調布エフエム放送☎042ー483ー0838

この席に座ると
ほっとして

「ホームだなぁ」と
思うんです

　調布エフエム放送（株）は、調布市と「災害の
場合における放送に関する協定」を結んでいま
す。台風や大雨、大地震など非常災害時には、皆
さんへ安心・安全情報を迅速に提供します。
例えば
大雨や大雪などの警報発令時には、気象情報を随時放
送しています。また、東日本大震災の時には、お店の営
業情報や計画停電など市民の生活に関わる情報をお
届けしました。

 行政情報に関する番組 
●調布市ほっとインフォメーション
月～金　午前9時15分～、午後1時
30分～（再放送午後4時～、9時～）
(各15分）、午後5時30分～
土　午後5時30分～(各5分）、
日　午後3時30分～(各5分）
　福祉や教育など皆さんの暮らしに
役立つお知らせやイベント告知など
の市政情報を放送します
●生涯学習・市民活動のススメ
日　午前11時50分～(10分）
（再放送（水）午前10時～）
　調布市の生涯学習を広く取り上
げ、出前講座の内容や市民活動団
体の紹介、講座・イベントなどを紹介
します
●あなたへのブックメール
土　午後4時40時分～(10分）
　図書館職員が図書館で行うイベ
ントやさまざまな取り組りみを紹介
します
●ラジオレター調布の教育
水　午後6時10分～(10分）
（再放送（日）午後2時40分～）
　教育委員会の事業や制度、社会
教育活動など、児童・生徒や地域に
視点を当てた内容です

　５人のパーソナリティが日替わりでお届け
しています。火曜日はベビーサインや絵本な
ど、家族で楽しめる内容です。日替わりラン
チ感覚で聴いてくださいね。

午後のカフェテラス
月～金　正午～午後3時

調布・朝の光と風

　調布の朝にお邪魔して20 年。「調布から
日本そして世界へ、世界から日本そして調布
へ」をモットーに、これからも、調布の「へぇ」
「ふーん」「そうなんだ」を伝えていきます。

月～金　午前7時～10時

ちなみに、調布FMでは試合の実況中継も行っています

勝利後の
インタビューは
喜びひとしおです！

　試合後はレコーダーを持って監督会見と選手のインタビュー
取材（囲み取材）へ。選手には試合全体と個人的なプレーの両方
を振り返ってもらいます。活躍した選手に恒例の勝利のパフォー
マンス（シャー！）の気分を尋ねるのは外せません。

　収録日は、ディレクターから進行表と資料をもらい、打ち合わせ
をします。原稿を修正してスタジオへ入り、選手の声をチェックした
ら収録します。最後はディレクターが細かい編集を行い番組を仕上
げます。

勝てば自然に
声は弾みますが、

そうでない時もできるだけ
前向きになってもらえる言葉と
トーンでリスナーの皆さんに

話し掛けることを
心掛けています。

ツイッターでも
番組ツイッター

@marugotofctokyo

ハミング・ハ
ート

（月）赤羽まゆみ、（火）大西友子、（水）明石千明、
（木）山下しづ香、（金）宮沢つむぎ

パーソナリティ　遠藤　理、　
天気・交通　小堺　由美子　

火曜日パーソナリティ　大西　友子

パーソナリティ　遠藤　理

週末朝の生ワイド番組
●ラジオボンバー
土　午前9時～正午　
パーソナリティ　林　あや
●たまには日曜日
日　午前9時～午前11時50分　
パーソナリティ　宮本　ゆみ子

　毎年、夏休み期間中に、小・中
学生を対象にした体験教室を開
催しています。オリジナルの番組
作りや、スタジオでのアナウンス
など、ラジオの仕事を体験します。

調布ＦＭ子ども体験教室

街角レポート
月、火、木、金　午後1時10分頃～　
日　午前11時頃～　

　市民の皆さんの思いある活動や場所を身
近な話題としてお届けすることで、取材した
方やリスナーの方が調布のまちへの愛を深め
るきっかけを作れたらと思っています。

（月）清水建志、（火）岡本祥子、（木）手島隼、
（金）深澤国久、（日）秦野優子・清水建志

日曜レポーター　秦野　優子

　曜日別の個性豊かなプログラムです。火曜
日はチケットも当たる展覧会と新作映画情報、
調布経済新聞編集長との愉快な掛け合いで
紹介する地元のハッピーニュースもあります。

ゆうがた5
月～金　午後5時～7時

（月）Ｋ－ＴＡ、（火）北山裕子、（水）北木良介、
（木）藤田京子、（金）尾形美保子

火曜日パーソナリティ　北山　裕子
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