
エリア 番組名 コーナー名 ラテ 放送時間 取材対象 内容

須恵 ハイスクWish ミニ番組 ＴＶ １１：４２ 福岡県立須恵高校 叫部〜SAKEBU〜恋する女子ラグビー

須恵 Ｗｉｓｈ＋（プラス） あいたか〜中継 ＴＶ １０：２４ 『古民家カフェ 三夜待』 立派な農家の家をリノベしたカフェ

須恵 ハイスクWish（再） ミニ番組 ＴＶ １４：４５ 福岡県立須恵高校 叫部〜SAKEBU〜恋する女子ラグビー

志免 シリタカ！ ココダケ!中継 ＴＶ １８：１５ 『七輪さく』 知る人ぞ知る焼肉の名店。　テールラーメンが有名

須恵 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ ２４：４５ 福岡県立須恵高校 叫部〜SAKEBU〜恋する女子ラグビー

志免 アサデス。ラジオ ふるさとWish街角中継 Ｒ ９：３０ バーバーミズノ 水野さんに志免町アレコレ

志免 新番組「ナニニヨニヨニ」 ふるさとWish街角中継 Ｒ １２：１０ 『cafe&bar en』 志免町特製黒カレー

志免 ＰＡＯ〜Ｎ Wishトピックス R １４：０５ 王子ふくしのまちづくりサポート隊　宮本陽子さん

須恵 ＰＡＯ〜Ｎ アイタカーリポート Ｒ １４：３３ 須恵町　平松秀一町長

志免 ＰＡＯ〜Ｎ 地域ナンバーワン活動中 Ｒ １７：２０ チーム田中屋　田中清昭さん

須恵 ハイスクWish ラジオ番組 R ２４：００ 福岡県立須恵高校

志免 アサデス。KBC ふるさとWish（VTR) ＴＶ ７：５０ 『魚杳』、『ハナチャイナ』 志免町の〆にピッタリおいしい〜麺！「あらかぶそうめん」「野菜スープそば」

志免 Ｗｉｓｈ＋（プラス） あいたか〜中継 ＴＶ １３：４５ 『きぼう道場』 福岡では珍しい？牛骨ラーメン！

須恵 ハイスクWish ミニ番組 ＴＶ ２４：４５ 福岡県立須恵高校 ブカツのぞき見隊！踊る！書道部

須恵 アサデス。ラジオ ふるさとWish街角中継 R ９：３０ 須恵町「いきいきコミュニティ」事務局長 米倉清美さん 須恵町の西体育館から、バトミントン

須恵 新番組「ナニニヨニヨニ」 ふるさとWish街角中継 Ｒ １２：１０ 須恵町「いきいきコミュニティ」事務局長 米倉清美さん 須恵第2小学校から中継

須恵 ＰＡＯ〜Ｎ Wishトピックス R １４：０５ 「劇団さんぽ」西 雅子さん

志免 ＰＡＯ〜Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ 「ケンジントンマーケットカフェ」貞松さん インテリアや雑貨などを扱っている喫茶店

須恵 Ｗｉｓｈ＋（プラス） あいたか〜中継 ＴＶ １３：４５ 『陶翔窯』 姉妹で頑張る陶芸窯

須恵 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ ２４：５５ 福岡県立須恵高校 叫部〜SAKEBU〜恋する女子ラグビー

須恵町 アサデス。ラジオ ふるさとWish街角中継 Ｒ ９：３０ リサーチ中

須恵町 新番組「ナニニヨニヨニ」 ふるさとWish街角中継 Ｒ １２：１０ リサーチ中

志免 ＰＡＯ〜Ｎ Wishトピックス R １４：０５ 志免町まちの魅力推進課　田中秀央課長補佐

志免 ＰＡＯ〜Ｎ アイタカーリポート Ｒ １４：３３ 志免町　世利良末町長

須恵 ＰＡＯ〜Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ STAND RICO　新川さん フレッシュスムージーのお店

志免 Ｗｉｓｈ＋（プラス） あいたか〜中継 ＴＶ １３：５５ 『竪坑櫓とたてこう房レガロ』 志免のシンボル竪坑櫓を見つつ、地元のシルバーが頑張るお店のご紹介

須恵 シリタカ！ 食べタカ！ふるさと丼（VTR) ＴＶ １８：３０頃 『ウルトラ肉屋』『カネシチ今泉醤油』『和膳花庵』 ミニトマトの甘酢漬けやクレソンなどを載せたさわやかな「夏の焼き丼」

志免 アサデス。ラジオ 「波田陽区の何かチョーダイ！」 R ９：３０ 志免町 金子 眞恵教育長

須恵 ＰＡＯ〜Ｎ Wishトピックス R １４：０５ 『Rabbit's』長澤 基之さん ウサギの餌・生牧草を扱う

須恵 ＰＡＯ〜Ｎ 「波田陽区の何かチョーダイ！」 Ｒ １４：３３ 須恵町　稲永修司副町長

志免 ＰＡＯ〜Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ 「劇団キラキラ」田中 　靖子さん

須恵 アサデス。KBC Wish中継 ＴＶ ７：５０ 『パティスリーアンサンブル』オーナー　喜田健一さん 地域の人たちに愛されるフランス洋菓子店

須恵 ハイスクWish（再） ミニ番組 ＴＶ １１：４０ 福岡県立須恵高校 ブカツのぞき見隊！踊る！書道部

須恵 ハイスクWish（再） ミニ番組 ＴＶ １４：４５ 福岡県立須恵高校 ブカツのぞき見隊！踊る！書道部

須恵 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ ２４：４５ 福岡県立須恵高校 ブカツのぞき見隊！踊る！書道部

須恵 アサデス。ラジオ TV「アサデス。」コラボ中継 R ９：３０ 『パティスリーアンサンブル』オーナー　喜田健一さん 地域の人たちに愛されるフランス洋菓子店

志免 ＰＡＯ〜Ｎ Wishトピックス Ｒ １４：０５ 「Sammy（サミー）の作曲教室」因間さん

志免 ＰＡＯ〜Ｎ アイタカーリポート Ｒ １４：３３ 『バーガーイシダ』オーナー・石田寛志さん こだわりのハンバーガー店

須恵 ＰＡＯ〜Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ ドッグスクール「アペックス」大庭さん

須恵 「ふるさとWish」 アイタカーリポート Ｒ 12時〜13時 川上産業　営業部　中村みつたかさん 梱包材のプチプチを作っている工場。

志免 「ふるさとWish」 人物図鑑 Ｒ 12時〜13時 九州プロレス　代表　筑前りょう太さん　予定

「ふるさとWish」 特選あいたか〜中継 ＴＶ １６：３０

志免 ＳＴＯＲＹ ミニ番組 ＴＶ １７：５５ 博多張子作家　　河野正明さん

志免町 田中 清昭さん

須恵町 片井 忠さん

ＴＶ＆ラジオＣＭ

チーム田中屋

Peasonal　Gym　Katai

6/25

（土）

6/23

（木）

6/24

（金）

6/26

（日）

「ふるさとWish志免町・須恵町」OAリスト　　2022年6月20日～6月26日　　　※変更の場合があります

6/20

（月）

6/21

（火）

6/22

（水）


