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5
（再）ランチタイム・ポップ・クラシック

（再）Apple 
Smile

ミュージック
セレクション

6

7
（再） おじさんの
オールディーズだよ!

【丹田岐代子】 【藤牧直子】 【石川恵子】 【田村妙子】

8
（再）佐藤敏郎の
Onagawa Now! 
～大人のたまり場～

（再）大山慎介の
「復活」北海道!

9
議会だより
9：15～
小竹ともこさん・松山丈史さん
かんの太一さん・こんどう和雄さん

安心・安全ネットワーク
10：00～  
協力：豊平警察署

ALOHA HOTLINE
10：30～
KZOO RadioのCollenさん　
協力：KZOO Radio

choi-plusトーク
11：00～ 
田中勲さん 

豊平防災知恵袋
10：00～ 
提供：㈱防災コンサルタント・
　　  北海道ガス㈱

salon de parade
11：00～
第1週目 寺長根愛さん
第3週目 鈴木緑さん

光燿萌希の
笑って！泣いて！突っ走れ！
10：00～ 
提供：もえぎ色

元気!! 白ゆりっ子
11：00～ 
小柳理事長（第１・３週）　
提供：白ゆり幼稚園

平岸情報ステーション
～りんご新聞より
10：00～（第3週のみ）

salon de parade thursday
10：00～（第4週のみ）
木村郁子さん

キラリ☆平岸
11：00～ 
提供：北海道ガス㈱

バリアフリートーク
10：00～
提供：㈱土屋ホーム

マンスリーBOX
11：00～
１週目 小谷晴子さん
３週目 豊平公園緑のセンター

懐かしの
ヒットポップスアワー

おじさんの
オールディーズだよ
【小西義孝・山代千鶴】

（再）SPACE SHOWER 
RADIO

（再）香る
パラダイス

10

（再）薫が見つけた！
仕事人ライブラリー

11 （再）北海道
歴史探訪 （再）ぴろちゃん

Fanチャンネル
“今日のオシ麺”  11：30～　提供：㈲アニスト　　

12 ランチタイム・ポップ・クラシック【岡部道子】

 ウィークデーの午後のひとときをクラシック音楽でお楽しみ下さい。
 提供：㈱カーザパライゾ

大山慎介の
「復活」北海道!（再）でぇスペZ

13

（再）APPLE 
PARADE

（再）やっぱり
ぱむばん

14
  Apple Smile 【（月）～（木）村形 潤　（金）山田 瞳】  生活に役立つ身近な話　題を日替わりでお送りします。

（再）綾小路諒真のROCK’N 
ROLL HIGH SCHOOL!!

15 第1週目 
聞いて知って！元気企業応援隊！

協力：商工会議所 

とよひら地区ニュース
第3週目 斎藤歩  

ひらぎし瓦版 豊平インフォメーション
提供：豊平区役所 

アクティブ！豊平
第4週目 

協力：豊平若者活動センター

（再）Kazの
カヨウクジラ
～いつもの場所で～

16

Everyday, Smile! 16：00～16：30

 （再）Apple 
Smile

（再）おじさんの
オールディーズだよ

17
  香るパラダイス

【塚本薫】
提供：ポッカサッポロ北海道㈱

（1970～90年代）
ミュージックセレクション

One of one Loveの金ゴジ
【One of one Love】

18
スターダストレビューの星になるまで

制作：調布エフエム 佐藤敏郎のOnagawa Now! 
～大人のたまり場～
制作：オナガワエフエム

イランカラﾌ テ゚
提供：㈱平岸グランドビル 木曜アップル

中村信仁でナイト
【中村信仁】

shinji@765fm.com 
提供：㈱土屋ホーム
　　  ㈱宮崎中央新聞社
　　  ㈲アニスト
　　 （一社）やまとの智慧実践協会
　　  ㈱サンセリテ札幌

とびだせ！こえたま！
提供：札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校

（再）イラン
カラﾌ テ゚竹本孝之 Song for TOMORROW

制作：調布エフエム

19
薫が見つけた！
仕事人ライブラリー

【塚本薫】

やっぱりぱむばん
【pam】

繋
つな

ラジ
～1週間を繋ぐラジオ～

提供：カムオンホール

続・長谷川宏和の
語り部シアター
【長谷川宏和】

（再）木曜アップル
中村信仁でナイト

（再）繋
つな

ラジ
～1週間を繋ぐラジオ～

20
ぴろちゃんFanチャンネル
【ぴろちゃん】　 提供：下村速配  綾小路諒真のROCK’N ROLL

 HIGH SCHOOL!!【綾小路諒真】
提供：京都商業運輸㈱、らーめん兜

満足ラジオ
【田中健】

提供：㈱未音堂、㈱ゆとりケアサポート、
㈱マルカツ製麺

トンでK-POP♡We are T !
【Kaz・ハナちゃん】

提供： マビの台所南1条店、トンでK-POP♡ 
We are T ! 実行委員会の皆様

（再）満足ラジオSPACE SHOWER RADIO
制作：FM-JAGA

21
でぇスペZ【盛合でぇすけ】
提供：厚別理容のアベ、足立区綾瀬のささぴょん
さん、よりみちカフェ、ついでにあそこ

　Kazのカヨウクジラ
～いつもの場所で～【Kaz】

 提供： Ai TERANAGANE make up studio、
　　  はんこ屋さん21平岸店、㈱ケロっと工房

   Yukako Love Life!!【Yukako】
提供： ニモ・プロモーション、医療法人社団秀和会 ファ

ミリークリニックこころ、㈱バリオン、8salon Café、
スープカレーSHANTI 札幌総本店

Linernotes
【DJ：SUGAR】
提供：アルス・ゼータ㈲

北海道歴史探訪
【山本裕雪】
提供：J：COM札幌

（再）Yukako 
Love Life !!

22
J-BLOODの

ポップンロールコレクション
制作：CRT栃木放送・調布エフエム

JET RADIO
【喜多方涼】

提供：OFFICE JET TV

～長渕剛リスペクトナイト～

TAKE IT EASY
【イッセー】
協賛：㈱Harapeco

アネノモネ 
【田中真】
提供：㈱AWAKE

「夜ドン！」
～夜は行け行け！ド～ンと歌謡曲～

制作：歌謡曲のBIGTIMEシリーズ （再）APPLE 
PARADE

（再）TAKE 
IT EASY

23 （再）One of one Loveの金ゴジ（再）香るパラダイス （再）トンでK-POP♡We are T ! （再）イランカラﾌ テ゚
（再）木曜アップル
中村信仁でナイト

（再）Linernotes
（再）とびだせ！こえたま！

0 （再）薫が見つけた！
仕事人ライブラリー （再）やっぱりぱむばん （再）繋

つな

ラジ～1週間を繋ぐラジオ～ （再）アネノモネ（再）続・長谷川宏和の
語り部シアター

1 （再）ぴろちゃんFanチャンネル （再）綾小路諒真のROCK’N ROLL
HIGH SCHOOL!! （再）満足ラジオ

（再）Apple 
Smile

（再）JET RADIO
（再）トンでK-POP♡We are T ! （再）でぇスペZ

2 （再）Kazのカヨウクジラ
～いつもの場所で～ （再）Yukako Love Life!! （再）Linernotes

ミュージック
セレクション

（再）北海道歴史探訪 （再）One of one Loveの金ゴジ

3 （再）とびだせ！こえたま！ （再）JET RADIO （再）TAKE IT EASY （再）アネノモネ
ミュージック
セレクション4 （再）続・長谷川宏和の

語り部シアター 　　ミュージックセレクション

　天気予報・北海道警察交通安全情報

モーニング・アップル

APPLE PARADE
【久保 亮】 【藤崎未來】 【塚本 薫】 【藤崎未來】 【藤崎未來】

Live in とよひら 15：00～15：30

第1木曜日 16：00～　ARENA IN THE FOREST ～カラダをきたえる、ココロを動かすきたえーる～    提供：公益財団法人北海道体育協会～北海きたえーる～
第2木曜日 16：00～　エスポラーダの虜に。    協力：エスポラーダ北海道
第3木曜日 16：00～　まるかじり！レバンガ北海道    協力：レバンガ北海道
第4木曜日 16：00～　コンサタウン   協力：北海道コンサドーレ札幌

毎週木曜日 14：30～15：00
ここプロありのままラジオ ～ファンキーでいこう！～
提供：多機能型事業所 ここリカ・プロダクション

～笑顔花マル。地域一直線！～

　 時報
　（月～金）

メッセージ・リクエスト apple@765fm.com FAX:011-813-6767
（火～金）7：05すぎ/8：20すぎ
（月～金）9：10ごろ/11：34 北海道創価学会/
　　　　14：30ごろ

　 天気予報
　 （月～金） （避難所情報・月～金）8：58～/11：58～/17：58～

　 豊平区セーフティースポットインフォメーション

11：00　白ゆり幼稚園
12：00　サニクリーン北海道（月～土）

14：00　白ゆり幼稚園
16：00　白ゆり幼稚園

17：00　鶴賀グループ
18：00　土屋ホーム（全日）

株式会社AWAKEは、ネットワーク工事や
電話工事を行う会社です

笑顔とともに、みなさまの生活を豊かにするお手伝い
安全な工事をするために、社員の人材育成と技術向上に努めています

工事のことなら、お気軽にご相談ください。

TEL：011-799-0759　FAX：011-850-9602

株式会社AWAKE
〒003‐0833 

札幌市白石区北郷3条9丁目1‐1

ランチタイムの
ワンコイン満足セットは
4種類のラーメンとライスが
セットで500円！

牛カルビ焼き肉や生姜焼きが
セットになった
満足セットも890円で
大ボリューム

麺は道産小麦100％の
全粒粉を使用
プリプリの食感が
スープとマッチします！

看板メニューのあま味噌ヌードルは
税込み560円です

住所／札幌市東区北37条東25丁目1-1　駐車場10台完備   
営業時間／ 11：00～15：00  16：00～20：30　定休日／水曜日 第三木曜日 

■住所／
　札幌市豊平区平岸２条５丁目２‐14
　第５平岸グランドビル５F　　
■TEL／011-823-7166
■営業時間／9：00～17：30
■定休日／土・日・祝日
■ホームページ／
　http://www.sapporo-cci.or.jp

個別相談ブースをご用意し、皆様のご相談にきめ細かく対応致します。

私共札幌商工会議所豊平支所は、豊平区･清田区･南区でお仕事をさ
れている中小企業の皆様を応援しています。
融資などの金融、税務の相談など経営に関するご相談を受け付けて
おります。また、地域密着で地元が元気に
なる取組みも行っております。
FMアップルさんでは、頑張る企業を応援
する番組（毎週月曜日）も放送中ですので、
お店や会社のPRに是非ご利用下さい！

S

S

↑至中島公園

東光ストア

北洋銀行
平岸駅

藤井ビル

小笠原
医院

地下鉄
出口１

平岸ハイヤー

平岸街道

白
石
・
中
の
島
通

豊平支所
第５平岸グランドビル５F

※その他ご不明の点がありましたら、ご相談下さい。

有料老人ホーム カーザ・パライゾ
札幌市豊平区豊平3条6丁目1‐34
カーザ・パライゾⅡ
札幌市豊平区豊平4条3丁目4‐10
カーザ・パライゾⅢ
札幌市豊平区豊平3条5丁目1‐18

有 料 老 人 ホ ー ム

有料老人ホーム カーザ・パライゾ

サニクリーンは、
正午の時報を
お知らせして
います。　
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