防災情報 超ローカル情報 行政情報

たくさんの取材の中から一部をご紹介します!

周波数は

平野地区コミュニティセンター

の

長井市中央地区コミュニティセンター

中津川地区公民館

致芳地区コミュニティセンター

伊佐沢地区コミュニティセンター

日記

おらんだの商店街
おらんだ専科 情報紹介
おらんだのコミュニティ

セカイスケッチコーヒー

コットンハウス3.3

放送番組審議会
会長 勝見

内谷重治長井市長と、実行委員
長の横山敬生さんがスタジオ
に！花火の合図とともに午後5
時ちょうどの点灯号令をかけて
いただきました。

曜日別自主制作30分番組
火
曜
日

月曜日[隔週] 10:00〜10:30 /19:00〜19:30
土曜日[隔週] 18:00〜18:30 日曜日[隔週] 13:00〜13:30

曜
日 隔週 おらんだの商店街

月曜日[隔週] 10:00〜10:30 / 19:00〜19:30
土曜日[隔週] 18:00〜18:30 日曜日[隔週] 13:00〜13:30

毎週火曜日 10:00〜10:30
19:00〜19:30
毎週日曜日 9:00〜9:30

毎週日曜日 13:30〜14:00

齋藤友佳のクラシックるNight & Day
ゲオヒットパレード

金
曜
日

T's Music Lounge

心地よい音楽のように
みなさんの生活に溶け込む
す!
す。楽しみながら頑張りま
しま
ラジオを番組をお届け

布施 珠倫（ふせ じゅりん）

スポンサー募集!

●出身地・居住地：南陽市出身・
長井市在住
●誕生日：12月28日
（やぎ座）
●趣 味：ドラマ鑑賞、お酒
●特 技：いつでもポジティブ、ピアノ、
お絵かき、生ビール注ぎ
●好きな郷土料理：ひょうのおひたし、
芋煮

おらんだラジオを応援しよう!

※詳しくは、おらんだラジオまで!

毎週金曜日 10:00〜10:30 / 19:00〜19:30
毎週土曜日 13:30〜14:00

おらんだの
アートセッション

メールアドレス

info@oranda-radio.jp

■発行日：令和3年4月 ■発行元：FMい〜じゃんおらんだラジオ ■運営会社：日本・アルカディア・ネットワーク株式会社
（〒993-0011 山形県長井市館町北6-27 TASビル3階）■電話：0238-84-5711（FAX：0238-84-5712）

進学を祝って
長井小学校

手ノ子小学校

飯豊中学校

第一小学校

致芳小学校

の

新番組

始まるよぉッ!
月曜日
5分
コーナー

おらんだの わんにゃんクリニック

私たちの大切なパートナーでもあるペットとの日
常をよりよく楽しく過ごすため、皆さんと一緒に
作っていく番組です。ペットがあなたに寄り添う
ように、この番組も、あなたのそばに！

水曜日
5分
コーナー

ラジオで磨こう!
もしもし検定

(提供：日本電信電話ユーザー協会)
2009年にスタートした「電話応対技能検定(もしもし検定)」に基づい
て、電話を受ける、かける等の電話応対や日本語の基本知識等、社会人
として知っておきたいビジネスマナーをわかりやすくご紹介します。

山口製作所提供 夢をかたちに

防災ラジオのメンテナンス

おらんだの
音楽のじかん

毎週金曜日 10:30〜11:00
19:30〜20:00
毎週土曜日 18:30〜19:00

毎週木曜日 10:30〜11:00 / 19:30〜20:00
毎週日曜日 18:30〜19:00

https://oranda-radio.jp/

英一朗

Vol.23 2021.4.1

卒業生
特番

横山 峻（よこやま しゅん）
●出身地・居住地：飯豊町
●誕生日：1月23日
（水瓶座）
●趣味：音楽
●特技：ハンドパン、ギター
●好きな郷土料理：
山菜の天婦羅や煮物

3,850人

春

組んで
て。をモットーに取り
驕らず比べず面白がっ
いきたいと思います。

おらんだ専科

毎週月曜日 10:30〜11:00 / 19:30〜20:00
毎週日曜日 18:00〜18:30

ホームページ

庄司紗千のなんかステキな
コトが起こりそう

水 情報紹介
曜 毎週水曜日 10:00〜10:30 /19:00〜19:30
日 毎週土曜日 13:00〜13:30

毎週 あべあいこのAwesome Recording Service

毎週木曜日 10:00〜10:30
19:00〜19:30
毎週日曜日 9:30〜10:00

MHz

に
新しい仲間が増えました!

コミュニティFMの役割は、番組を通して行政と市民そして市民どう
しをつなぐところにあります。多様な世代の市民をつなぐためには
番組も多彩でなければならず、パーソナリティの手腕も問われると
ころです。放送当初は未成熟だった番組運営も、今では他局に引け
を取らないどころか、自慢できるまでになりました。これからもオ
リジナリティーあふれる番組制作でリスナーを楽しませ
（驚かせ）
て
ください。

月 隔週 おらんだのコミュニティ

木
曜
日

77.7

新人

おらんだラジオに
期待すること

今年のオープニングは
おらんだラジオから
点灯宣言を行いました。

隔週
隔週

CONCEPT

番組審議委員会

第18回ながい雪灯り
回廊まつり2021

ORANDA RADIO 2021 RECOMMEND

通
信

パーソナリティ

はぎ苑

（2021年2月28日まで）

地域のみんなが聴くラジオ｜地域のみんなでつくるラジオ

おらんだラジオの番組取材にたくさんの
皆様にご協力いただいています！
パーソナリティブログもチェックしてみて
くださいね♪

取材

現在の出演者数

インターネットでラジオを聴こう!
自宅や会社の 防災ラジオ は
ちゃんと待機していますか？
ぜひご確認ください。
●まだ防災ラジオをお持ちでない方は
・長井市役所総務課危機管理室（0238-84-2111）
・飯豊町役場総務課防災管財室（0238-87-0695）

長井市・飯豊町・西置賜行政組合消防本部、
長井警察署と防災協定を結び、
緊急放送要請を受けて放送しています。
緊急放送実績

324件

（2021年2月28日まで）

ラジオの聴き方

インターネット経由：

スマートフォン、タブレット、パソコン

●JCBAサイマルラジオ https://www.jcbasimul.com/radio/717/

金曜日
5分
コーナー

募集は公式HPから https://oranda-radio.jp/box/

おらんだラジオには、地域活性化と防災対策という
2つの役割があります。
普段は楽しく役立つ情報をお届け!

メッセージ募集!!

あなたの夢や感謝の気持ちをラジオで伝えてみま
せんか。個人や職場のみなさんからのご連絡をお
待ちしています。

何か起きたらすぐにお知らせ!

身近な生活に関する情報やお知らせ等 大規模な災害が発生した際は、臨時災害放送局
として災害情報を発信します。
をご紹介します。

緊急割り込み試験放送について
毎月第3・第4水曜日の10時30分より、

長井市からの緊急割り込み試験放送を実施しています。
防災ラジオを配備されているご家庭、
各施設や地区長の皆さんは、点検をお願いします。

4月〜 6月 ORANDA RADIO TIMETABLE 2021
2021年

黄色地の時間は自主制作番組です

5:00
6:00
7:00

8:00

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

10:00
10:30

11:00
12:00

13:00

14:00
15:00
16:00
17:00

18:00

19:30

20:00

7:00

※8時メッセージ時報 NDソフトウェア（株）提供

防

リメンバーミュージック（洋楽70年代）

庄司紗千の
おらんだのコミュニティ/
おらんだの商店街
隔週 なんかステキなコトが起こりそう
あべあいこの
Awesome Recording Service

堀江淳のファインミュージック
アワー(Jクランプ)

※10時メッセージ時報

2:00
3:00
4:00

木曜日 金曜日
小関 亨

隔週 齋藤友佳のクラシックるNight & Day/

おらんだの音楽のじかん

丹波恵子の扉をひらいてハイタッチ/
傾聴出羽ラジオんだず！
隔週

T's Music Lounge

おらんだのアートセッション

ゲオヒットパレード

※正午メッセージ時報

11:00
12:00

13:00
月曜日
高橋 弘和
セーラ

※14時55分〜 今日も元気にラジオ体操(長井市福祉課)

火曜日
鈴木 奈美
古川 孝 or
齋藤 直樹

水曜日
山口 良子
布施 珠倫

木曜日
ソラシド
あべあいこ

金曜日
高橋 弘和
渡部 嘉子

※15時メッセージ時報

15:00

那須建設株式会社 提供

16:00

●天気情報 ●交通情報 ●おらんだレコメンド
●日替ミニコーナー
●知っ得インターネットコーナー
（月曜）

月曜日
井上 瑞穂

隔週 齋藤友佳のクラシックるNight & Day/
ゲオヒットパレード
再
再

おらんだのコミュニティ/
庄司紗千のなんかステキなコトが
おらんだの商店街 隔週 再 起こりそう
再

おらんだ専科 情報紹介

再
あべあいこの
Awesome Recording Service

サンドウィッチマンの
ラジオやらせろ！(fmいずみ)

♪

弁護士奥山倫行のロック裁判所(Jクランプ)

火曜日
水曜日
井上 尚子 小松 志津加

まだ水曜?!〜Still Wednesday

T's Music Lounge
BLUES POWER
(Fmアップルウェーブ)
The Beatles Lover no.5
(Jクランプ)

再

木曜日
迎田 幸子
横山 峻

おらんだの音楽のじかん
おらんだのアートセッション

再
再

サテライトボイス in お台場
ODAIBA RAINBOW STATION

【隔週】
齋藤友佳のクラシックるNight&Day/
ゲオヒットパレード

防
♪

中村由利子のPiano Fantasy(中村由利子)

池袋交差点24時 ラジオ版

アニメ関門文化学園
(カモンエフエム)

Radio Star Audition

伊達孝時 歌って語る歌謡曲(エフエム佐久平)
喜多san'sbar(エフエム八ヶ岳)

おきふる！おきふる！
(エフエムよみたん)

ごめんあそばせクラシック♪(Fmなかつ)

ジミー入枝のですです〜ON MY MIND
(エフエムさつませんだい)

70's ダイアリー (FMTARO)

アイパー滝沢のホゥ！
リーナイト・フィーバー
(REDS WAVE)

サイエンスNOW(FMみしま・かんなみ)

防

Brand-New Satuday
Weekly Recommed

♪

あの頃青春グラフティ

みんなのサンデー防災

JAZZ VOCALの夜
slow life, slow music

SHINGO'S RADIO SHOW
Night★ Fever

♪

あの頃青春グラフティ
防

SATURDAY
SUPER LEGEND
SATURDAY
SUPER LEGEND

防

1:00
2:00
3:00
4:00

♪

（まいぷれ長井 提供）

城之内ミサのPeace of Mind

河口恭吾 ブートラジオ
TABARU Love Emotion
RADIO BOHEMIA
湘南ベース

（第三水曜 ケーズデンキ長井店）

番組提供
●おらんだのコミュニティ（山形パナソニック㈱）
●おらんだの商店街（長井商工会議所）

♪

JP TOP 20

防 防災インフォメーション ♪ Weekly Recommed

♪

週刊おらんだラジオ増刊号
あべあいこのAwesome Recording Service
T's Music Lounge

再
再

杏奈カフェ♪♪
♪

20:55〜おらんだ先生のお口のワンポイントアドバイス

番組コーナー提供
●天気情報 (㈱山形銀行)
●占いランキング（アネッセ）
●職場の教養（西置賜倫理法人会）
●知っ得インターネットコーナー（フリービット㈱）
●街角情報コーナー・行ってみでごぇ♪
●おらんだの情報コーナー（水曜 山形精密鋳造㈱）
●菜なポート入荷情報((一財)置賜地域地場産業振興センター)
●ケーズモリヤマの何でも聞いて！

JP TOP 20

牧山純子
サウンドマリーナ

20:30

再
再

防

大塚商会 Presents
Kazuo Yoshida's
BOSSAMANIA
♪

再

井上昌己のprecious moment

再
おらんだのアートセッション 再

19:30

おらんだ専科 情報紹介

けさらじ（7:45〜）、ひるらじ（13:10〜）、
ゆうらじ（17:45〜）
●月曜：おらんだのわんにゃんクリニック
(けい犬猫クリニック)
●火曜：我等山 仏込寺(おらんださん ぶっこみでら)
(㈱多田石材店)
●水曜：ラジオで磨こう！もしもし検定
（日本電信電話ユーザー協会）
●木曜：タケオ社長のDAKARA金栄堂((有)金栄堂)
●金曜：夢をかたちに(山口製作所)
●飯豊町からのお知らせ
木曜：いいでぃず(12:30〜)

週刊おらんだラジオ増刊号
おらんだのコミュニティ/おらんだの商店街

週刊おらんだラジオ増刊号

0:00

サンドウィッチマンの
ラジオやらせろ！(fmいずみ)

再
おらんだの音楽のじかん 再

おらんだのコミュニティ/おらんだの商店街

20:00

上原善光ぐるっと360度
Weekly Recommed

SPACE SHOWER RADIO(エフエムおびひろ)

週刊おらんだラジオ増刊号

♪

再
再

上原善光ぐるっと360度

防 12:55〜おらんだ先生のお口のワンポイントアドバイス

23:00

Midnight Comoesta
(熊本シティエフエム)

しゃべんジャーズ(エフエムむさしの)

庄司紗千のなんかステキなコトが起こりそう

Brand-New Satuday

♪

22:00

週間メディア通信

インディーズ・アロー
(FMはつかいち)

長井市からのお知らせSaturday
週間日替わりミニコーナー 再

18:00

21:00

THE NITE
♪

週刊おらんだラジオ増刊号

♪

19:00

日替わりミニコーナー提供

8:55〜未来への手紙プロジェクト ♪ Weekly Recommed

週刊おらんだラジオ増刊号

17:00

金曜日
山口 良子

火曜・木曜・金曜
・行政情報
●長井市からのお知らせ おらんだのニュース

おはようサンデー

おらんだ専科 情報紹介

14:00

防

ASJ presents 建築家の
アスリートたち

おはようサンデー

・すくすく子育て応援ラジオプラス
・身近なよろず相談所 市民相談センターです！
・国際交流のススメ
・ふるさと長井会〜ふるさとに声を届けたい〜

（ひるらじ
（13:15〜））

15:30

ジンケトリオ(Jクランプ)

おはようサタデー

7:55〜暮らしの中の気象台

10:30

リメンバーミュージック (邦楽2000年代)

地球のかたすみからRADIO/
メロメのRoundRadio
隔週

経営軍師 岡 漱一郎の絶対負けない社長の法則

6:55〜おらんだ先生のお口のワンポイントアドバイス 防 (エフエムとおかまち)

ミューアの
MUSIC LUNCH

●天気情報 ●交通情報 ●長井市からのお知らせ おらんだのニュース
●日替ミニコーナー ●山形地方気象台のおらんだの空模様（第一月曜）
●長井警察署 黒獅子110番 第一・第三水曜

アフタヌーンパラダイス
防 アフタヌーンパラダイス
♪ アフタヌーンパラダイス
アフタヌーンパラダイス

9:00

10:00

那須建設株式会社 提供

●山形新聞ニュース ●天気情報 ●交通情報 ●山形県からのお知らせ（火曜、木曜）
●街角情報コーナー・行ってみでごぇ♪（月曜）
●ケーズモリヤマの何でも聞いて！（第三火曜）
●おらんだの情報コーナー ●いいでぃず（木曜）
●もっとモンテ！（金曜）

RAKUGO BANG!

おはようサタデー

那須建設株式会社 提供

おらんだ専科 情報紹介

スイッチオン♪

23:00

1:00

水曜日
迎田 幸子

月曜・水曜

Radio KZOO in Honolulu
Hawaiian Breeze

8:00
火曜日
今野 孝浩

日曜日

Power Up Morning Saturday

●山形新聞ニュース ●天気情報 ●交通情報
●長井市からのお知らせ ●日替ミニコーナー ●占いランキング

22:00

0:00

土曜日

5:00

♪ Morning Community

20:30

21:00

金曜日

6:00

●山形新聞ニュース ●天気情報 ●交通情報
●長井市からのお知らせ
●夜まち情報局 ●山形県からのお知らせ(火曜・木曜)

19:00

（けさらじ
（8:15〜）
、ゆうらじ
（18:13〜））

♪ Morning Stream （邦楽1990年代〜2000年代）

月曜日
小松 志津加

他自主制作番組
●長井市からのお知らせ

薄赤地の時間は日替わり自主制作番組です

●職場の教養 ●日本の防衛Q&A
（第四木曜）
●ワンディトリップ(金曜) ●おらんだの情報コーナー
●菜なポート入荷情報 ●山形県からのお知らせ(火曜・木曜)

9:00

●災害発生等の際は番組内容を変更し緊急番組を放送いたします。※番組は変更になる場合があります。

PRESIDENT STATION
♪
防

♪

Sound of Oasis
サムライジング
Music Hot Flavor
ユメルのモナリザラウンジ

本牧ヤグチ(マリンFM)

トレジャーボトル
高野育郎のエディター・デイズ

Power Up More
Nippon

美加のNice'n Easy Time

なべやかんの
ブヒブヒスパークタイム

真夜中の訪問者
花火の星(FMはなび)

Power Up More Nippon 吉田メロディとすてきな時間(FMひたち)

スポンサーの皆様、ありがとうございます!
●株式会社うめや ●NTT東日本電信電話株式会社
●NDソフトウェア株式会社
●一般社団法人置賜地場産業振興センター
●株式会社管理システム ●株式会社喜助
●株式会社北原産業 ●有限会社金栄堂
●ゲオ長井店
●株式会社サングラフィックス
●株式会社セロン東北 ●タスパークホテル
●株式会社多田石材店 ●株式会社太丸モータース
●株式会社データシステム米沢
●東北インテリジェント通信株式会社
●東北コミュニティ放送協議会
●長井機械工業協同組合 ●長井市観光協会
●長井市福祉あんしん課 ●長井商工会議所
●一般社団法人 長井地区歯科医師会 ●ナジミニ
●那須建設株式会社 ●西置賜倫理法人会
●株式会社ニューメディア ●フリービット株式会社
●古河電工パワーシステムズ株式会社
●ふるさと長井会 ●まいぷれ長井
●株式会社ミキプロセス
●株式会社ミュージックバード
●山形アドビューロ
●株式会社山形銀行 ●山形精密鋳造株式会社
●山形中央信用組合
●山形パナソニック株式会社
●株式会社山口製作所
●山宗株式会社
●ユーケン工業株式会社

