
16:15  ［月～木］ゲストコーナー
レギュラーゲスト

ミュージックライブラリー

ミュージックライブラリー
［9:15～9:50］

ミュージックライブラリー［12:00～12:30］

あなたの街のイオン ［9:00～9:15］
（イオン姫路リバーシティー店・イオン姫路大津店・
 イオン姫路店）

（アミューズ２４）

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

15:24  GENKI推しソング
15:27  GENKIショップガイド

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

MON TUE WED THU FRI

HARIMA BEAT CROSSING

MOSAIC NIGHT FRIDAY

3:00  GENKIショップガイド
3:55  GENKIショップガイド
4:00  GENKIショップガイド
4:53  夜明けのGENKIソング

SONAR MUSIC

※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中止して、災害情報を放送します。予めご了承ください。

自社制作番組（提供付）
自社制作番組（提供無/災害時中止）
他社制作番組（災害時中止）

VOICE OF FOOD

花火の星
ミュージックライブラリー

GENKI暮らしの情報部

［月］ たかやま そら
［火］ 千葉恵美
［水］ 野々宮弘子
［木］ 赤松さやか

ふるさとげんき交流館

GENKIモーニングワイド
［月］ AtsuMonday
［火］ ギリギリ!涼ちゃんねる
［水］ みえの見えるでSHOW!!
［木］ Yuiっと！もくもくモーニング♪
［金］ 葵のPoppin’モーニング

松尾厚子
藤井涼
上田美絵
Yui
平田葵

大石くみ子

[月] 藁科佳世
[火] 佐々木ともみ
[水] 松井えり
[木] 藤澤純子

飛び出せ！ まちの元気人（再）

START UP！

  9:05  わが町・元気（姫路市）
  9:15  ひめニュース（山野印刷）
  9:18  エリア天気
  9:21  交通情報
  9:30  ふるさと自慢
10:00  あのね帳
10:15  いきいきガイド（姫路市）
10:20  わが町・元気（姫路市）
10:30  ひめニュース（グローリー）
10:33  エリア天気（播州信用金庫）
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
［9:00～11:00］ 西田理恵

［6:00～7:00］

［9:30～11:00］藤澤純子

［16:00～17:00］

文化情報ひめじ

［11:00～11:30］西口紗矢

［10:00～12:00］

［13:00～15:00］

リメンバー
ミュージック
［12：00～13：00］

Morning Community［6:00～7:00］

［7:00～7:30］
POP OF THE WORLD

［12:30～12:45］

（姫路市文化国際交流財団）

（姫路市まちづくり振興機構）

絶対に負けない社長の法則

［6:00～8:00］

［第1週］ よしこの部屋　藤原良子
［第2週］ 鯉ちゃんの Forever Young　鯉ちゃん
［第3週］ GENKIアニメ部
［第4週］ 洋楽ナイト

GROWING REED

［17:00～17:10］（姫路市）

［19:00～20:45］

GROOVE ROOM

DJ RIGO & 
Sophie TOMOKO

［20:00～20:55］

［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］
［17:10～17:15］

夕方まで、ラジオ聴こ。

LIFESTYLE COLLEGE

［12:45～13:00］
GENKIインフォメーションBOX

［24:30～1:00］
RINREI MUSIX ASIA［24:00～24:30］

BITS & BOSS TOKYO
［1:00～2:00］
ORIENTAL MUSIC SHOW［2:00～2:30］
FLIP SIDE PLANET ［2:30～3:00］

［1:00～3:00］

TOKYO M.A.A.D SPIN
［3:00～5:00］

アフタヌーンパラダイス

［18:30～19:00］

SPARK

ターザン山下

［12:45～12:55］（姫路市）

生放送

［7:30～9:00］生放送

生放送

生放送

生放送

生放送

12:45  夢ある姫路(まち)
12:55  GENKIショップガイド

20:45  夢ある姫路(まち)

ポッドキャスト、YouTube

夕方交差点ＧＥＮＫＩもって来い！
ザ・ベスト10

［16:00～18:30］ 吉村珠佳

16:15  ［第2･4週］ こんにちは中播磨県民センターです
　　　　　　　　 　（兵庫県中播磨県民センター）
16:35  全国ニュース/エリア天気/交通情報
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）
18:05  ひめニュース（グローリー）/エリア天気/交通情報

生放送
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ぶらっと♪まちナビ
池っち学園 うさぎ組

FMゲンキラジオ文庫アーカイブズ
［9:00～9:15］

［9:15～9:30］

［16:45～18:30］

［18:00～18:30］

日暮れまで、らじお聴こ。

サタデースペシャルⅡ

［13:00～15:30］mayu

mayuの
mayuペースラジオ♪

生放送

DRIVE TO THE FUTURE
19:54　GENKIショップガイド

WORLD AIR CURRENT
19:54　GENKIショップガイド

20:55　FMゲンキ推しソング

18:54　GENKIショップガイド

17:55　GENKIショップガイド

GENKIサウンドファイル（再）

［12:30～12:45］

夕方交差点GENKIもって来い！［月～木16:00～18:30］生放送

藤野孝教の
THE SATURDAY 

［13:00～16:30］藤野孝教

生放送

杉山ひろこ

1
2
3
4

翌1
2
3
4

翌

～金曜日午前10時～の番組を再放送。
　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。

松井えり
あの日のときめき
カフェテラス（再）
［22:00～24:00］

YANの保険タックル

（株式会社YAN）
［第1週 木曜日  9:00～9:15］

（モリシタ＠リフォーム）
［9:00～9:30］ マインズの

わくわくキャリア相談室

ヨシくんの
家族が幸せになる家づくり

［第2・4週 木曜日  9:29～9:49］

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（ ）

13:05  わが町・元気（姫路市）
13:10  エリア天気（播州信用金庫）
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）
14:15  ゲストコーナー
14:30  ぶらっと♪まちナビ（再）
　　　　（姫路市まちづくり振興機構）  杉山ひろこ

SUNSAT

火：JA兵庫西
木：松本工務店

時 報
水：常盤堂製菓

時 報

 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

GENKIラジオクラブ［6:00～6:30］

GENKIショップガイド［6:55～7:00］

サタデースペシャルⅠ

ミューアのMUSIC LUNCH

［11:00～12:00］

［12:00～13:00］

［16:45～17:00］ （不定期放送）
未来へ繋ぐ、ふるさと創生！ （姫路市地方創生推進室）

［第1・3・5週］ ふわっとママのあれこれトーク
［第2週］ GENKI防災研究所

（第1週更新）

［第4週］ 姫路のめっちゃうま！ 現地リポート！
 　　　  赤松さやか （姫路市農政総務課）

17:00　ハートtoハート～ひめじ人権通信～（姫路市人権推進部）
17:11　姫路市からのおしらせ（姫路市）
17:30　わが町・元気（姫路市）
17:38　FMゲンキ推しソング
17:41　GENKIショップガイド

  4:00　GENKIショップガイド
  4:50　GENKIショップガイド
  4:53　夜明けのGENKIソング

13:21  姫路市からのお知らせ（姫路市）
13:30  わが町・元気（姫路市）
14:25  姫路市からのお知らせ（姫路市）
14:30  きょうさいステーション（姫路市中小企業共済センター）
15:00  ベトナム語ラジオ放送
　　　　（姫路市文化国際交流財団）

GENKIショップガイド

GENKIショップガイド

GENKIショップガイド［9:55～10:00］FMゲンキ推しソング［9:51～9:54］

TRAVELLING
WITHOUT MOVING
20:55　FMゲンキ推しソング

クラシックの小箱
アーカイブ
［12:00～13:00］

［15:45～16:00］サンデースペシャル 0

ラジネットひょうご

MOSAIC NIGHT SUNDAY

16:35  全国ニュース/エリア天気/交通情報
17:00  [水] ハローはり姫
　　　　（兵庫県立はりま姫路総合医療センター）
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）
　　　   ［火］ きょうさいステーション
　　　　（姫路市中小企業共済センター）
18:05  ひめニュース（グローリー）/
　　　　エリア天気/交通情報

［第1週 21：00～21：30］ 
星一生 ヒューマンストーリーズ

［21:00～22:00］
ORIENT STAR TIME 
AND TIDE
［21:00～22:00］

［21:00～22:00］

［23:00～24:00］

MOSAIC NIGHT（再）
［1:00～4:00］

［4:00～4:30］
吉田メロディとステキな時間［4:30～5:00］

★途中から始まります。

幹のWalk Together
［11:30～12:00］

MUSIC STREAM
［12:00～12:30］

SATURDAY NIGHT VIBES

［24:00～25:00（1:00）］
WOW MUSIC

月：兵庫信用金庫
火：常盤堂製菓
水：ベンハウス
金：常盤堂製菓

時 報

15:37  FMゲンキ推しソング
15:40  GENKIショップガイド

［20:00～20:55］
［20:00～20:55］ ［20:00～20:55］

［24:00～25:00］

［22:00～24:00］

JAM THE PLANET
［21:00～22:00］

THE KINGS PLACE［25:00～26:00］

風とシープス…
ときどき、窪田友紀子 ガウラジ まだ水曜?!

BAN-BANラジオ（加古川）から放送！

メッセージ＆リクエスト
869＠banban.jp

ぐるっと！めぐラジFriday
［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）
　　　　［第1週］ 星の子館  ［第2週］ 姫路市書写の里・美術工芸館
　　　　［第3週］ 姫路科学館  ［第4週］ 美術館  ［第5週］ 姫路文学館
14:15  あっちコッチめぐみ
14:30  ひめニュース/エリア天気（播州信用金庫）
14:39  交通情報

千葉恵美

［12:55～13:00］

10:30  タネになる話
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）
 　　　  ［木］ きょうさいステーション
　　　　（姫路市中小企業共済センター）
11:15  わが町・元気（姫路市）
11:25  交通情報
11:30  ［月・火・木］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）

松井えり
10:07  あの日の姫路
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 
10:30  折々のUTA
10:45  あの日に帰りたい
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）

あの日のときめきカフェテラス
［10:00～12:00］

生放送

［月］ 上原伊代
［火］ 杉山ひろこ
［水］ 脇たまき
［木］ 津田晴香

10:10  ［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/交通情報
10:25  ［月～水］
　　　　something new マックスバリュ
　　　　（マックスバリュ西日本）

JAZZ VOCAL
～slow life,slow music

ミュージックライブラリー［月～木 3:00～5:00］

［第4週 12:00～12:15］ 
こんにちは 保健所です
千葉恵美 （姫路市）

［16:30～16:45］
みどりの散歩道～植物の不思議～
（姫路市まちづくり振興機構）

杉山ひろこ

21:00　GENKIサウンドファイルSUNDAY
21:54　おやすみの前に

［第1・3週  17：45～18：00］
ライフ・サポート・サービス「あなたの窓口」
（プレジャーライフ） 大ちゃん／千葉恵美

［第4週 17：15～17：30］
something new マンスリー マックスバリュ
＆ヴィクトリーナ（マックスバリュ西日本）

広報推進員のひめリポ（再）

広報推進員のひめリポ

［15:00～15:55］

FMゲンキ推しソング［20:55～20:58］ FMゲンキ推しソング［21:00～21:03］

［7:00～8:00］
解決なんでも困り事相談！7:06  ［水］ ひめじ文化情報（姫路市文化国際交流財団）

7:21  姫路市からのお知らせ（姫路市）

ミュージックライブラリー
［月～木 9:00～9:50］

［19:00～20:00］

GENKI
サウンドファイル

第1・3 ［月］
J-POPFEVER

第1・3 ［火］
GENKIアニメ部

第1・3 ［水］
鯉ちゃんのForever Young

第1・3 ［木］
月亭秀都の決めたい噺

月替わり 赤藤奈七／藤澤純子 鯉ちゃん 月亭秀都

洋楽ナイト HARIMA芸術倶楽部 クラシックの小箱 ピコ活！
月替わり 山田賢／ぴあこ ぴあこ はるピコ

第2・4 ［月］ 第2・4 ［火］ 第2・4 ［水］ 第2・4 ［木］

8:10  ［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  ［月～木］ パーソナリティメニュー
8:25  交通情報
8:30  ［火・木］ 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）

7:45  ［水～金］ 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  ［水～金］ 交通情報
　　　 [月・水・木・金] 全国ニュース
8:08  ［月～金］ 交通情報/交通取締情報
　　　 （月：姫路合同貨物自動車、火：イオンディライト、水：姫路信用金庫）

［22:00～24:00］
MOSAIC NIGHT SATURDAY

22：00～22：30
［1］ 絵心ラジオ
［2］ Song remains the same
［3］ MISSION
［4］ ゆとりのもがき

22：30～23：00
［1］ 気軽にのんびり土曜劇場
［2］ 土曜はコロコロ
［3］ ひとかな
［4］ Song remains the same

23：00～24：00
［1］ 月亭秀都の決めたい噺
［2］ GROOVE ROOM

脇たまき（株式会社マインズ）

［12：00～13：00］

GENKI
どきどき♥
Bスタジオ

生放送

養成講座受講者
［第４週 12：00～13：00］
（感動会社 楽通）

姫路やったるラジオ

［12：00～13：00］
ランチタイムファイル
［第1週］ J-POPFEVER
［第2週］ 月亭秀都の決めたい噺
［第3週］ クラシックの小箱

JUST A LITTLE LOVIN' ［5:00～6:00］ MORNING VOYAGE［5:00～6:00］

［第2週］ 姫っ娘５にんにん城（ノアインドアステージ）
［第3週］ 絵心ラジオ　スズキハル
［第4週］ 気楽にのんびり土曜劇場　演遊舎

TOMOLAB.
～TOMORROW LABORATORY

14:45  交通情報
15:45  交通情報
16:05  ひめニュース（グローリー）
16:08  エリア天気
16:11  交通情報

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、放送時間・内容を大幅に変更する場合が
あります。詳しくはFMゲンキホームページ（https://fmgenki.jp/）をご覧ください。

6:25  GENKIショップガイド

Music Hot Flavor

［22:00～23:00］
渡辺真知子  現在・過去・未来

防災インフォメーション［15:55～16:00］

ミュージックライブラリー

おはようサンデー
姫路市からのお知らせ（姫路市）

［8:35～8:51］
FMゲンキ推しソング［8:51～8:55］
GENKIショップガイド［8:55～9:00］

［8:00～8:30］
［8:30～8:35］

ミュージックライブラリー

おはようサタデー
姫路市からのお知らせ（姫路市）

［8:35～9:00］

［8:00～8:30］

［8:30～8:35］

11月2日

15:00  あなたの防災（GENKI防災研究所）
15:30  ミュージックライブラリー

［不定3回 月］ キラリ！ 「姫路のものづくり最前線」
　　　　 　（姫路市産業振興課）
［第1週 火］ 姫路麺哲 名定の漢道！ （姫路麺哲）
［第3週 火］ ECO CITY HIMEJI （姫路市環境局）
［第4週 火］ 姫路のパワースポット 
　　　　  播磨国総社 射楯兵主神社 （播磨国総社）
［第1・3週 水］ 姫路にASハリマアルビオンあり！
　　　　 　（協賛：アース製薬、ハリマ共和物産、佐和鍍金工業、
　　　　　  美樹工業、大和工業、播州信用金庫、JAバンク兵庫） 
［第2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） 
［第２・４週 木］ 夢前夢工房の夢トーク（夢前夢工房） 
［第3週 木］ 魁！！播磨塾（播磨塾） 

【月曜日】 10/3・10/10
【水曜日】 10/5・10/12
【金曜日】 10/7・10/14

［3］ JAM TALK JAM
［4］ HARIMA芸術俱楽部

79.3MHz FM GENKI TIME SCHEDULE https://fmgenki.jp  793@fmgenki.jpメッセージ＆リクエスト
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ワンマンDJ

2022,10  12

3・4週は1・2週の再放送
5週は単発企画

 11:00  ミュージックライブラリー
　　　　 ［第3週］ YANの保険タックル（再）（株式会社YAN）
 11:15  わが町・元気（姫路市）
 11:23  FMゲンキ推しソング
 11:26  GENKI ショップガイド
 11:30  姫路市からのおしらせ（姫路市）
 11:37  夢ある姫路（まち）
 11:45  ［第1週更新］ GENKI防災研究所


