
自治体名 番組名 コーナー名 ラテ 放送時間 取材対象 内容

添田町 アサデス。ラジオ アサリポ Ｒ ８：１０ 森山のゆずごしょう 人気の粉末ゆずごしょう「英彦のてまひま」を紹介

添田町 サワダデース アイタカー中継 ＴＶ １１：０４ 藤川椎茸園 しいたけ茶漬け  しいたけ醤油

東峰村 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 Ｒ １４：２０ やなファーム 今が旬の梨を紹介

東峰村 夕方じゃんじゃん イイトコ数珠つなぎ Ｒ １６：３０ やなファームのみなさんイチオシの東峰村は？

東峰村 シリタカ！ ミツケタ！ ＴＶ １８：３０ 森山銘木 世界一大きな一枚板バッフルのスピーカー・その音を堪能

添田町 シリタカ！ おもちかえりなさい ＴＶ １８：５５ 勝太 海鮮ちらし

東峰村・添田町 まるごと１週間ふるさとWish ミニ番組 ＴＶ ２１：４８ ふるさとWish東峰村・添田町のみどころ紹介

東峰村・添田町 ハイスクWish ミニ番組 ＴＶ ２４：４５ 岩屋キャンプ場・里山カフェ棚田屋 東峰村在住の熊谷つぐみさんイチオシの新スポット・「おこめん」とは？

東峰村 アサデス。ＫＢＣ ふるさとＷｉｓｈ企画 ＴＶ ７：５０ 岩屋キャンプ場・古民家ヴィラあんたげ 今年４月オープン古民家を改修した１日１組限定の宿泊施設や棚田を紹介

東峰村 アサデス。ラジオ 地域リポーター出演 Ｒ ９：２０ 東峰村企画政策課・室井祐介さん 村の旬情報を電話で伺います

添田町 サワダデース アイタカー中継 ＴＶ １１：０４ 道の駅  歓遊舎ひこさん Ａｔｒｉｏ  キャラメルおこし

添田町 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 Ｒ １４：２０ 鈴類窯元  篠崎嘉丈さん 英彦山がらがら  土鈴製作  小5から始めて84歳現役

添田町 夕方じゃんじゃん イイトコ数珠つなぎ Ｒ １６：３０ 鈴類窯元のみなさんイチオシの東峰村は？

添田町 シリタカ！ おもちかえりなさい ＴＶ １８：５５ Ｈｉｋｏｎｉｗａ 豆腐のチーズケーキ

添田町 ハイスクＷｉｓｈ 30分番組 Ｒ ２４：３０ 添田町在住・白石あつきさん（田川高校２年） バドミントン部で活躍の白石さんにとって晴れ舞台のない夏は･･･

東峰村・添田町 ハイスクWish ミニ番組 ＴＶ ２４：４５ 添田町・今川の里 添田町在住・宮田律音さんイチオシの人気たこ焼き店で仰天メニュー登場！

アサデス。ラジオ わらしべ忍者 Ｒ ８：１０

東峰村 サワダデース アイタカー中継 ＴＶ １１：０４ お味噌の学校カネダイ 日本晴ヨーグルト

今日もしゃべりずき！ グーグーグルメ Ｒ

東峰村 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 Ｒ １４：２０ 小石原焼「上鶴窯」 和田祐一郎さん

東峰村 夕方じゃんじゃん イイトコ数珠つなぎ Ｒ １６：３０ 上鶴窯のみなさんイチオシの東峰村は？

添田町 シリタカ！ おもちかえりなさい ＴＶ １８：５５ 添田町・ヒシミツ テイクアウト「豆腐のチーズケーキ」

東峰村・添田町 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ ２４：４５ 岩屋キャンプ場・里山カフェ棚田屋 東峰村在住の熊谷つぐみさんイチオシの新スポット・「おこめん」とは？

東峰村 サワダデース アイタカー中継 ＴＶ １１：０４ 琴平宮／岩谷神社 厳かな神社に東峰村公認キャラクター・「とほっぴ」も登場予定

添田町 今日もしゃべりずき！ メシドキゴメン Ｒ １２：００ 添田町・寺西明男町長 波田陽区が町長のおひるごはんを紹介！

東峰村 ＰＡＯ～Ｎ ザンネン侍道中記 Ｒ １４：２０ 東峰村・渋谷博昭村長 波田陽区が村長とトーク！愛を持って斬らせていただきます

東峰村 夕方じゃんじゃん イイトコ数珠つなぎ Ｒ １６：３０ 東峰村のイイトコを波田陽区が探索

夕方じゃんじゃん 地域お宝市 Ｒ １７：３０

添田町 シリタカ！ おやつ散歩 ＴＶ １８：５５ オオツカファーム／ヒシミツ 元チロルチョコ「きな粉餅」開発者／手作りジンジャエール

添田町 シリタカ！ おもちかえりなさい ＴＶ １８：５５ 英彦山０合目食堂 添田町産の米粉を使ったビスコッティ

東峰村・添田町 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ ２５：０５ 添田町・今川の里 添田町在住・宮田律音さんイチオシの人気たこ焼き店で仰天メニュー登場！

添田町 アサデス。KBC Wish中継 ＴＶ ７：５０ 歓遊舎  道の駅英彦山・０合目食堂など 新スポット・０合目食堂のジビエメニューなどを紹介

添田町 アサデス。ラジオ アサリポ Ｒ 英彦山０合目食堂など テレビ「アサデス。KBC」中継と連動！ラジオでも

添田町 今日もしゃべりずき！ Wish中継 Ｒ １２：００ 添田町観光ガイド  早田利光さん 藍綬褒章受章. 環境省自然公園指導員

東峰村 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 Ｒ １４：２０ 道の駅  小石原

添田町 ＰＡＯ～Ｎ 地元の旬情報 Ｒ １４：４０ 調整中

東峰村 夕方じゃんじゃん イイトコ数珠つなぎ Ｒ １６：３０ 道の駅  小石原のみなさんイチオシの東峰村は

東峰村 シリタカ！ おもちかえりなさい ＴＶ １８：５５ 道草カフェ  村の彩日 彩日コロッケ弁当

東峰村・添田町 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ ２６：４５ 岩屋キャンプ場・里山カフェ棚田屋 東峰村在住の熊谷つぐみさんイチオシの新スポット・「おこめん」とは？

東峰村・添田町 めぐみのラジオ めぐみのお出かけＢＢＳ Ｒ ８：００ 東峰村・添田町情報をスタジオトークで紹介

東峰村 「ふるさとWish」 アイタカー中継 Ｒ １２：００ 小石原やまびこ太鼓／小石原夜神楽

添田町 「ふるさとWish」 Wishプレイバック Ｒ

東峰村・添田町 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ １４：２５ 添田町・今川の里 添田町在住・宮田律音さんイチオシの人気たこ焼き店で仰天メニュー登場！

東峰村・添田町 ＳＴＥＰ （スタジオ展開） Ｒ １２：００ 東峰村・添田町情報をスタジオトークで紹介

東峰村・添田町 「ふるさとWish」 特選アイタカー中継 ＴＶ １６：２５ 「サワダデース」アイタカー中継ダイジェスト 東峰村・添田町のアイタカー中継を「美味しいとこどり」

東峰村 ＳＴＯＲＹ ミニ番組 ＴＶ １７：５５ 小石原村・太田潤さん 焼き物の里のガラス職人にとってのふるさとの風景は

英彦山神宮・高千穂有昭さん

八仙窯・高取由布子さん

英彦山神宮・高千穂有昭さん

鶴見窯・和田義弘さん

8月20日(木)

8月21日(金)

8月22日(土)

「ふるさとWish」 取材・OAリスト    2020年8月13日現在  ＊変更の可能性あり

8月17日(月)

8月18日(火)

8月19日(水)

8月23日(日)

番宣ポスター

ＴＶ＆ラジオ

ＣＭ


