
番組名 コーナー名 ラテ 放送時間 取材対象 内容

久山町 シリタカ！ ココダケ！中継 ＴＶ １８：３０ リサーチ中

新宮町・久山町 ふるさとWish まるごと１週間 ＴＶ ２１：４８

新宮町 ハイスクWish ミニ番組 ＴＶ ２４：４５ 福岡県立新宮高校 校内イチのバズリスター　天才マジシャン！ジム先輩

新宮町 アサデス。ラジオ ふるさと検定（ボビー＆上田恵子） R ９：４０ 「こみんかみかん」 みかんジュース、ひじきコロッケ、アコヤ貝クラムチャウダーの紹介

新宮町 アサデス。ラジオ ふるさと検定（ボビー＆上田恵子） R １２：００ 「菓子工房　アイゼン」 クレームブリュレ　テイクアウト専門店

久山町 ＰＡＯ～Ｎ Wishトピックス R １４：０５ アジリティーフィールド　高橋理雄さん 犬の訓練ができる貸し切りドッグランを展開中

新宮町 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 R １４：３３ 地域おこし協力隊・高宮佑典さん ミカン農家

久山町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 Ｒ １７：２０

久山町 アサデス。ＫＢＣ ふるさとＷｉｓｈ企画 ＴＶ ７：５０ 東久原地区の皆様 年始の伝統行事「ほっけんぎょう」をボビーが体験！

（雨天中止の場合は別途）

新宮町 アサデス。７ アイタカー中継 ＴＶ １０：２４ 「カフェピゴロッカ」 野菜ソムリエが作る地元野菜を使ったランチがママたちに人気

新宮町 ハイスクWish ミニ番組 ＴＶ ２４：４５ 福岡県立新宮高校 校内イチのバズリスター　天才マジシャン！ジム先輩

久山町 アサデス。ラジオ ふるさと検定（マサヨシ） R ９：４０ 「レスポアール久山」副センター長　時廣（ときひろ）妙子さん 同センター　永田翔さん（マダムのサポート）

久山町 アサデス。ラジオ ふるさと検定（マサヨシ） R １２：００ 「レスポアール久山」副センター長　時廣（ときひろ）妙子さん

　同センター　永田翔さん（マダムのサポート）

新宮町 ＰＡＯ～Ｎ Wishトピックス R １４：０５ 相島小学校　井上和哉校長 町内の離島で学ぶ「漁村留学について」

新宮町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 Ｒ １７：２０ 地域おこし協力隊　瓜生資さん

新宮町 和田侑也のハイスクWish 地元高校生を紹介 R ２４：００ 福岡県立新宮高校

久山町 アサデス。７ アイタカー中継 ＴＶ １０：２４ トリアスふれあい動物園 スタッフの方のリポートで動物たちのカワイイ表情を伝えます。

新宮町 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ １１：４２ 福岡県立新宮高校 3年生に贈る！校庭の夜空を彩る花火を見上げて

新宮町 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ ２４：４５ 福岡県立新宮高校 3年生に贈る！校庭の夜空を彩る花火を見上げて

久山町 アサデス。ラジオ ふるさと検定（ジェフ太郎） R ９：４０ リサーチ中

久山町 アサデス。ラジオ ふるさと検定（ジェフ太郎） R １２：００ リサーチ中

新宮町 ＰＡＯ～Ｎ Wishトピックス R １４：０５ リサーチ中

久山町 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 R １４：３３ そば処　くじら家　いすず庵　店主　会田さん 2月2日にオープンする蕎麦店を先取りしてご紹介

久山町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ 久山町健康課　保健師　持松さん 「久山町生活習慣病予防検診60周年について」

久山町 アサデス。７ アイタカー中継 ＴＶ １０：２４ 「５５７７(ココチーナ)」 2022年1月11日にオープン予定。こだわりの販売方法で高級パンを提供。

新宮町 シリタカ！ 食べタカ！ふるさと丼 ＴＶ １８：３０ 相島の婦人会と飲食店「さかなのしっぽ」 相島のひじきを使った丼。漁で上がってきたらお魚も。

新宮町 アサデス。ラジオ 波多陽区の瓦版拝見 R ９：４０ 新宮町町長・長﨑武利さん、広報誌担当者

新宮町 ＰＡＯ～Ｎ Wishトピックス R １４：０５ 新宮町　産業振興課　小宮麻美さん 「相島（居住施設「槝」など）について」

新宮町 ＰＡＯ～Ｎ わが町のタカラ（波田陽区） R １４：３３ 出演者リサーチ中

新宮町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ リサーチ中

新宮町 アサデス。KBC ふるさとWish中継 ＴＶ ７：５０ 観光交流拠点施設「こみんかみかん」のスタッフ 明治時代の古民家が生まれ変わり、観光の拠点として去年オープン！

新宮町 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ １１：４０ 福岡県立新宮高校 校内イチのバズリスター　天才マジシャン！ジム先輩

新宮町 アサデス。ラジオ TV「アサデス。」コラボ中継 R ９：４０ 観光交流拠点施設「こみんかみかん」のスタッフ      明治時代の古民家が生まれ変わり、観光の拠点として去年オープン！

久山町 ＰＡＯ～Ｎ Wishトピックス R １４：０５ 久山町教育課　指導主事・今田さん 「道徳推進事業・道徳記念かるた大会について」

久山町 ＰＡＯ～Ｎ アイタカー中継 R １４：３３ 久山町町長・町長・西村勝さん

久山町 ＰＡＯ～Ｎ 地域ナンバーワン活動中 R １７：２０ リサーチ中

新宮町 ハイスクWish(再） ミニ番組 ＴＶ １７：５５ 福岡県立新宮高校

　3年生に贈る！校庭の夜空を彩る花火を見上げて

久山町 「ふるさとWish」 アイタカー中継 R １２：００ 花と緑の総合園芸店「久山植木」（交渉中）

新宮町 「ふるさとWish」 電話インタビュー R 12時～13時 チーズケーキ・シフォンケーキのお店「Ro5Ro5」（交渉中）

久山町 「ふるさとWish」 電話インタビュー R 12時～13時 「久山養蜂場」（交渉中）

J:COM×KBC「ふるさとWish」 Ｒ＆J:COM １２：００

「ふるさとWish」 特選アイタカー中継 ＴＶ １６：３０ 既放送分再編集

新宮町 ＳＴＯＲＹ ミニ番組 ＴＶ １７：５５ 相島　干物職人　稲光芙美子さん 夫が一本釣りした魚で干物をつくる芙美子さんが残したい風景「鼻栗瀬」

1月14日

（金）

ＴＶ＆ラジオＣＭ

新宮町　新宮町スポーツ協会　会長　森正勝さん

久山町　猪野地区「マスク女優」井上久美子さん

ポスター

新宮町　地域おこし協力隊のみなさま

久山町　猪野地区「マスク女優」のみなさま

1月16日

（日）

1月15日

（土）

「ふるさとWish新宮町・久山町」 放送予定　　2022年1月6日現在　　　※変更となる場合があります

1月10日

（月祝）

1月11日

（火）

1月12日

（水）

1月13日

（木）


