
自治体名 番組名 コーナー名 ラテ 放送時間 取材対象 内容

筑前町 アサデス。7 アイタカー中継 ＴＶ １０：２４ 筑前町　めん倶楽部さくら 「イケ麺」探訪　高級茶そばの瓦そば

筑前町 ハイスクWish 同左 ＴＶ １１：４２ 筑前町在住　平山彩可さん（朝倉高２年） エコマルシェオニヅカでインスタ映えする花を探す

筑前町 ハイスクWish（再） 同左 ＴＶ １１：４２ 筑前町在住　平山彩可さん（朝倉高２年） エコマルシェオニヅカでインスタ映えする花を探す

筑前町 シリタカ！ ココダケ！ ＴＶ １８：３０ 筑前町　大刀洗レトロステーション 平和のまち　筑前町から中継

大刀洗町/筑前町 まるごと１週間！ふるさとWish 同左 ＴＶ 21:48 筑前町在住　平山彩可さん/大刀洗町　ベジタブルデイズ ハイスクWishと（火）のアサデスKBCの見どころを

筑前町 ハイスクWish(再） 同左 ＴＶ ２４：４５ 筑前町在住　平山彩可さん（朝倉高２年） エコマルシェオニヅカでインスタ映えする花を探す

筑前町 アサデス。ラジオ 福岡ふるさと検定 Ｒ ９：４０ 筑前町　たまごらんど ボビーがお邪魔

筑前町 アサデス。ラジオ 福岡ふるさと検定 Ｒ １１：２０ 筑前町　ファーマーズマーケットみなみの里 ボビーが伝える魅力

大刀洗町 ＰＡＯ～Ｎ Ｗｉｓｈトピックス R １４：０５ 電話出演

大刀洗町 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 Ｒ 14:15 レストラン＆弁当屋「とんかつのちづる」

筑前町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 Ｒ １７：２０ 電話出演

麺Wish 同左 R １８：４５ 地元イチオシの麺を紹介！

大刀洗町 アサデス。ＫＢＣ アサデス旅行社 ＴＶ ７：５０ 大刀洗町「援農」をテーマに ベジタブルデイズ代表　福岡さん　枝豆農家長野さん　YANOファーム

大刀洗町 アサデス。７ アイタカー中継 ＴＶ １０：２４ 大刀洗町　えだまめ収穫祭2021 枝豆農家　長野さんの農園で収穫体験とおいいしい食べ方

大刀洗町 Touch ふるさとＷｉｓｈ企画（再） ＴＶ １３：４５ 大刀洗町　えだまめ収穫祭2021 「アサデス。ＫＢＣ」ふるさとＷｉｓｈ企画を再放送！

大刀洗町 ハイスクWish 同左 ＴＶ ２４：４５ 大刀洗町在住　秋山瑛二君（有明高専２年） 砂ズリが美味すぎる！居酒屋なかよし

筑前町 アサデス。ラジオ アサリポ Ｒ ８：２４ 筑前町　むぎわらFARM　メシダマルシリーズ 酒ダマル　豆腐ダマル　野菜ダマル　夏ダマル

大刀洗町 アサデス。ラジオ 福岡ふるさと検定 R ９：４０ 大刀洗町　地域振興課　村田まみ課長 サカイスト・マサヨシと今村天主堂へお邪魔！

大刀洗町 アサデス。ラジオ 福岡ふるさと検定 R １１：２０ 大刀洗町　地域振興課　村田まみ課長　「青い木」青木信子さん サカイスト・マサヨシと「手作りショップ　青い木」へ

筑前町 ＰＡＯ～Ｎ Ｗｉｓｈトピックス R １４：０５ 電話出演

ＰＡＯ～Ｎ ORECアイタカー中継 Ｒ １４：３３

大刀洗町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ 電話出演

筑前町 和田侑也のハイスクWish 地元高校生を紹介 R ２４：０５ 筑前町在住　平山彩可さん（朝倉高２年） テレビ版「ハイスクWish」で聞けなかったことを電話インタビュー

大刀洗町 アサデス。７ アイタカー中継 ＴＶ １０：２４ 大刀洗町　棚町バラ園　棚町さん 日本中のバラ愛好家注目の園

大刀洗町 ハイスクWish 同左 ＴＶ 11:42 大刀洗町在住　秋山瑛二君（有明高専２年） 砂ズリが美味すぎる！居酒屋なかよし

筑前町 アサデス。ラジオ 福岡ふるさと検定 Ｒ ９：４０

筑前町 アサデス。ラジオ 福岡ふるさと検定 R １１：２０

大刀洗町 ＰＡＯ～Ｎ Ｗｉｓｈトピックス R 14:05 電話出演

筑前町 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 Ｒ 14:15 筑前町　田頭貴久己　町長　 筑前町のその魅力を中継でお伝えします

筑前町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ 電話出演

筑前町 アサデス。７ アイタカー中継 ＴＶ １０：２４ カフェ「みなみ舎」 おしゃれなカヌレやスムージーを紹介

大刀洗町 シリタカ！ いただき！ふるさと丼 ＴＶ １８：３０ 地域おこし協力隊　佐々木隊員　枝豆農家　長野さん 枝豆と馬肉で、特製丼を

大刀洗町 アサデス。ラジオ 瓦版拝見 R ９：４０ 大刀洗町　地域振興課　企画係　田中佳倫さん 波田陽区がお邪魔！筑前町広報誌を紹介

筑前町 ＰＡＯ～Ｎ Ｗｉｓｈトピックス R １４：０５ 電話出演

大刀洗町 ＰＡＯ～Ｎ わが町のタカラ Ｒ １４：２０ 大刀洗町　中山哲志　町長 波田陽区がお邪魔！大刀洗町のお宝とは？

大刀洗町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ 電話出演

筑前町 アサデス。KBC Wish中継 ＴＶ ７：５０ 筑前町立　大刀洗平和記念館 尾籠浩一郎館長　出演　企画展と取り組みを聞く

筑前町 ハイスクWish(再） 同左 ＴＶ 11:40 筑前町在住　平山彩可さん（朝倉高２年） エコマルシェオニヅカでインスタ映えする花を探す

Touch ふるさとWish企画（再） ＴＶ

筑前町 アサデス。ラジオ TV「アサデス。」コラボ中継 R ９：４０ 筑前町立　大刀洗平和記念館 テレビ「アサデス。KBC」中継と連動企画です！

大刀洗町 ＰＡＯ～Ｎ Ｗｉｓｈトピックス R 14:05 電話出演

筑前町 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 Ｒ 14:15 ファーマーズマーケットみなみの里　福丸未央館長 新商品「保存食　味噌玉」などアイタガールが中継紹介

大刀洗町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ 電話出演

大刀洗町 ハイスクWish（再） 同左 ＴＶ 11:42 大刀洗町在住　秋山瑛二君（有明高専２年） 砂ズリが美味すぎる！居酒屋なかよし

筑前町 「ふるさとWish」 電話インタビュー Ｒ １２：００ 筑前町　マウンテンバイク「BIKE　IS　LIFE」 電話インタビュー

筑前町 「ふるさとWish」 電話インタビュー Ｒ １２：００ 筑前町　手焼きせんべい「みわせんべい」 電話インタビュー

大刀洗町 「ふるさとWish」 アイタカー中継 Ｒ 14:15 大刀洗町「枝豆収穫祭2021」 枝豆農家　長野さん　地域振興課　村田まみ　課長

大刀洗町/筑前町 「ふるさとWish」 特選アイタカー中継 ＴＶ １６：３０ 再構成 「アサデス。７」アイタカー中継をおさらい

筑前町 ＳＴＯＲＹ ミニ番組 ＴＶ １７：５５ 懐石仕出し「白近」 御主人が畑で野菜作りから手掛ける店

大刀洗町

筑前町

大刀洗町

筑前町

「ふるさとWish　大刀洗町・筑前町」OAリスト　2021年7月11日現在　　　※変更の可能性があります

番宣ポスター

ＴＶ＆ラジオCM 

7月14日(水）

7月15日(木)

7月16日（金）

7月17日（土）

7月18日（日）

地域振興課　渡辺係長　鎧で疾走

カフェみなみ舎　大武真子さん

さくら市場のみなさん

七草ジェノベーゼ開発の農家の女性４人

7月12日（月）

7月13日（火）


