
　　 Hop Step KITAQ

ゴ ジ ラ
　

         放送時間は9：00～22：00　　FM + +（エフエムプラプラ）アプリでも聴取できます

　　　　　　　　The Power of Music　　　　　　　　　　　　　

    　 
　            ケロ子姉さんの
       ウィークエンドパーティー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日曜１時の語り場 Plus
　　　　         〈芸術表現グループ Spica〉   

メンテナンスのため放送休止

ＦＭ ＫＩＴＡＱ　
ＭＵＳＩＣ ＰＲＯＧＲＡＭ

　　サブカル☆ＫＩＴＡＱ
　

　　FM  KITAQ
　　MUSIC　PROGRAM
　

　　
　

Ｊｕｍｐｉｎ’　ＫＩＴＡＱ
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FMKITAQ  TIME TABLE

カバーエリアは小倉北区を中心に、隣接する区の一部と下関市の一部です。詳しくはホームページをご覧下さい。

FM KITAQ 番組表

  

18:40～50 週刊つりニュース  
18:00～30（第2.4） ディスカバーＫＩＴＡＱ  

18:00～55（最終週） ＦＭキタキュウマン  

 （第1） 北九州家守舎のやもらじ  

　（第2.3.4.5） シネサロンＫＩＴＡＱ  

14:00～10  肉の王子様　〈ニクヨシ産業〉     

14:20～50（第2.4）  寺子屋一年生
                             　　　　　　　〈田村産業〉     

16:00～30 　和美・酒美の細道
                             　〈寿司もり田・BAR朔〉     

13:00～15  にこにこのたね　〈マリン〉     

13:25～55  日常薬膳の智恵を知る
　　　　　　　   　　　　　　　　　〈田舎庵〉     
14:20～50（第1.3） 

　　　　フジコのビューティフルライフ　
　　　　　　〈霧ヶ丘つだ病院・サロンドフジコ〉     

13:00～13:25（第1）　

   村山由香里のｃｒｏｓｓ ｗａｌｋ
　　　　　　         　　　　　 　

16:20～50（第1.3）　熱血☆野球
　　　　　　　         　　　　　 　

16:00～10　大人哀Dream　人生劇場
　　　　　　　         　　　　　 　

16:00～10　大人哀Dream　人生劇場
　　　　　　　         　　　　　 　

　15:00～15:30（第2.4）　菜ｓのかしらの

　　毎日感動しよるかっちゃ！
　　　　　　　         　　　　　 　

　20:00～55（第1)　

　地域トレジャーハンター
　　　　　　　      　　　　　 　

Campus edge

　　　　

12:00～55（第２）

（第4）

マイライフ・マイビジネス
　　　　                  　　

　　REAL BASTAR Radio!!
　　　　                 

BookRadio　私の一冊

サンクスギビングぷらす！

ナシカ座ナシかもめ劇場

かもめ院長のノスタルジックないと

FM KITAQ 
MUSIC PROGRAM

クアパーク長湯 Reviving Radio

ホワイトスペース

　　　コラボタウンネットワーク 　　　

　　　         

夜はウラの顔
 　　　　

スウィングＫＩＴＡＱ
　　　　　　　　　　　　     　

子ども未来ネットワーク

　　工大生の休日出勤
                               　 

　　　アートなＪＡＰＡＮ
        　　　　　　　　　　　　 　　　

　　
　七色の虹

　　
　愛ドリ情報局拡大版

The Power Of Music

ウィズプラスのウィズラジオ

 なまらいっしょ！北海道　
　　　　　　　　　　　　　　　〈FMしろいし〉

 　　　
　　　　　　　　　　　　　　〈小倉自動車学校〉

　森川妙のＳＤＧｓラジオ

        ＦＯＲＺＡ　ＫＩＴＡＱ
　　　　　　               

  　　工大生の休日出勤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈九州工業大学〉

　　　　　　　ライフシフトカフェ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アートなJAPAN

http://www.fm-kitaq.com【 周波数FM78.5MHz】

FM  KITAQ MUSIC　PROGRAM

11:00～30(第2)

　　神藤多喜子のウェルネスライフ

     〈子ども未来ネットワーク北九州〉     

　〈ザメディアジョン・リージョナル〉     

    
　　　　　　　　　　　　　     

〈美里建設・スタジオ106〉     　　　　〈九州工業大学〉     

　（再）     

　（再）     

  〈菜’s〉     

   　 　　　　　　　　〈村上経営研究所〉     

  　　　　 〈守成クラブ北九州〉     

   　 　　　　　　　　　　　　　〈フロイデ〉     

                          〈REALBASTAR〉    

   　 　　　　　　　　　　〈アドバンス〉　     

   　 　〈デザインオフィスSAN-F〉     

　 　　　　　　　　　　　　〈カヘル亭〉     　　　　　　　　　　　　〈北九州市立大学〉     
〈中村一也税理士事務所〉     

　　　　　　　　　〈中屋興産〉     

   　 〈ふらて会〉     
   　 〈ふらて会〉     

（再）   

   　 （第1.3）    

　 （第2.4）    

　 （第2.4）    

　 （第5）    

   　 （第2.4）　　 

   　 （第4） 

   　 （第4）    

   　 （第1.2.3）

   　 （第1.3）
　    

   　 （第1.3.5）　    

 17：00～18：55　  

   　 （第1.3）　  

〈医療法人快栄会かもめ医院〉     

　   　（再）     

   

      

　9:00～55（第2） 村上経営ラボ
　　　　　　　　    　　　　　　

　10:00～55（第1.3.5）  知ってる？シューカツ
　　　　　　　　    　　　　　　

（月～金）9：50頃　井筒屋お買いもの情報
　　　　　　　　　　　　　　　　　

15:00～10（第2）　Talk with Kyuden
　　　　 　　　　　　　　　〈九電グループ〉

13:00～30（第2.4）　

　LA MOECO SHOW
　　　　 　　　　　〈グラシアフラメンカ〉

19:30～55（第1.3）　

 クロフネマン～Happy to the World～　 
                                       〈日産プリンス福岡・Green〉

17:00～55（第3）　

 　　これからの時代にこの人あり　 
                     〈トヨタカローラ福岡北九州店・足立山妙見宮〉

15:30～55（第1.3）　

　　ARIGATOのラブミーライフ♪

　　　 　　　　　　　　　　　　〈ARIGATO〉

17:00～55（第3）　

　　小倉やったるラジオｂｙ楽通

11：00～30（第1.3）　

　　ドッグセラピージャパンの共生
　　　　 　　　　 〈ドッグセラピージャパン〉

12:00～25（第1.3）　櫻の!!花咲くラジオ

　　　　　　　　　　　　　

10:00～55（第1.3）　ＫＩＴＡＱ放研ラジオ

　　　　　　　　　　　　〈北九州市立大学放送研究会〉

　　

 16:00～30（第2.4）やすらぎの森から
　　　　　　　　　　　 〈ふらて会グループ〉

　　
 

　　　　　　　
　　　　　　　　　　

　　
 

　　　　　KITAQ MUSIC BREAK
　　　　　　　　　　　

　　
 スウィングＫＩＴＡＱ
　　　　　　　　　　　

　　

 　　　　　　　　　　門司情報探偵団  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈門司情報探偵団〉
　　

 （第1・3・5）クアパーク長湯Reviving Radio

　　　　　　　　　　〈北九州市にぎわいづくり懇話会〉   

　　　　　〈家守舎〉   

11:00～55（第2.4） KITAQ Junction

　　　　　　　～北九州と海外の交差点～
　　　　　　　         　　　　　 　

19:00～55（第2.4）

　　

 （第2） 今こそ聴きたい昭和歌謡  

14:20～50（第1.3）　

　九州機電に聴いてっちゃ！

　　　 　　　　　　　　　　　〈九州機電〉

16:00～10　大人哀Dream　人生劇場
　　　　　　　         　　　　　 　

　　　　　　　 (第2.4)　 リゾネいっちゃ

13:00～55（第1.3）　

　cocoemi smile えみこの部屋
　　　　 　　　 　　　　　〈ビバ〉

私の決断物語   　 （第2）　

11:00～10　大人哀Dream　人生劇場

May
　　　　　　　         　　　　　 　

 18:00～55（第1.3）　Start your future

　　　　　　　　　　　　　

5

　　　　　　　（第3） 朋美のハッピートーク
　　　　　　　　    　　　　　　

   　 　　　　　　　　〈各社〉     

　20:30～55（第2)　

　Needs放送局
　　　　　　　      　　　　　 　

17:00～55（第1）　

　　アトマケラジオ　　　〈ATRACK株式会社〉

18:00～25（第1） 北九州社中　　　　　　　　　　〈のぞみ総合事務所〉   

18:00～55（第3）　

　　面白アイデア研究所     〈感動会社楽通〉

　　　　〈ライフメディア〉        　 〈各社〉     

　   　（再）     

14:20～50（第1.3）  おとなナビ プラットホーム
                             　　　　　　　〈HHK-Labo〉     


