診療時間

たしかな 技 術 力

㈲マルタ水産
しらす屋さんのカフェレストラン。閖
上特産品のしらすを気軽に楽しめるお
店です。しらすプレートやパスタ・ピ
ザなど、どれも美味しいお料理がいっ
ぱいです。物販では地元水産加工業者
の魅力ある商品を取り揃えております。

TEL

お問い合わせ 受付時間8:30〜17:00

場

022-796-6930

所 名取市閖上 6-104-24-5（閖上メモリアル公園西側）

営業時間 10：00 ～ 17：00

定休日 毎週水曜日

時報のご提供
ありがとうございます！
14：00 株式会社 国井印刷 様
15：00 株式会社 ささ圭 様
18：00 有限会社 佐々木酒造店 宝船 浪の音 様

※時報スポットご提供スポンサー様募集中

株式会社ライフアップ
Life up Co.,Ltd.

WATANABE ANIMAL HOSPITAL

●月・火・水・金曜日
9:00 〜 12:30 ／ 16:00 〜 19:00
●土曜日 9:00 〜 14:00
●日・祝 9:00 〜 11:30
●木曜日 休診

● 医療
● 福祉企画管理
福祉機器・寝具総合リースおよび
リネンサプライ

かわまちテラス閖上店

●

閖上に戻って元気に営業中！

〒984-0823 宮城県仙台市若林区遠見塚 3 丁目８-25

TEL：022-294-6251

FAX：022-294-6253

電気設備工事などのお困り事、
どうぞお気軽にお問い合せ・ご相談ください

022-399-9601

（受付時間：平日 9:00 〜 18:00）

内科／糖尿病内科／消化器内科
総合内科専門医／糖尿病専門医

院長

星

勝彦

〒981-1247

宮城県名取市みどり台 2-4-3

移動体通信システム設備・太陽光発電設備の設計、施工

ケイズ・ネックス株式会社

TEL022-386-8333

〒981-1241 名取市高舘熊野堂字五反田48-1

が新しく生まれ変わりました！

「名取市被災者」

●毎月10日発行
●配布エリア 岩沼 / 名取 / 亘理 / 山元 /
柴田 / 大河原 / 村田

圏外にある防災スピーカー（同報無
線）が聞き取りにくいときにも家の中
で同じ情報をキャッチできます。

■名取市防災ラジオのお問合せは
名取市 総務部 防災安全課
TEL（０２２）３８４２１１１（内線５２１）
（宮城県電機商業組合加盟店）

・イトウデンキ
・高橋電気商会

・大村電気商会
・仙台電化

・幸洋電器

●防災スピーカー（同報無線）は、
「緊急
地震速報」や「避難に関する情報」など
の緊急防災情報をサイレンや音声でお知
らせするものです。
最近の気密性の高い住宅内や大雨の時な
ど、屋外のスピーカーから流れる放送は
聞き取りにくい場合があります。その対
策としても、名取市防災ラジオが活躍し
ます。

名取市防災ラジオの特長
●ラジオの電源が切れている場合で
も、またはなとらじ以外の放送を聞い
ている場合でも、緊急時には自動的に
緊急情報を放送します。
●防災スピーカーが聞こえない圏内等
にいる場合でも、緊急情報を聴くこと
ができます。
●普段は普通のラジオとして、FM ま
たは AM の放送を聴くことができます。

2021 APR-SEP

2021.Vol.1 Program

TIME TABLE
MON

TUE

WED

生放送

自社制作・編成

THU

名取市

FRI

SAT

00 Morning Stream（邦楽1990年代〜 2000年代）

５

00

30 名取市インフォメーション

５

45 なとらじ健康体操

６

00

7

Morning Community

生放送

橘しんご（月〜水）
、川久保秀一（木・金）

15 リメンバーミュージック（邦楽70年代） 暮らしの中の気象台

お天気地震百科

日本の防衛Ｑ＆Ａ

ONE DAY TRIP

00 リメンバーミュージック（洋楽70年代）

8
さ

さ

き

あや か

うち の

月〜水:佐々木 彩香

10

木・金:内野 檀

30

リメンバー・ミュージック（邦楽80年代）

川柳575便

ゆりあげ港朝市
堀江淳のファインミュージックアワー さくらい理事長のつぶやき

（協力:ゆりあげ港朝市協同組合）

ロッキンスター☆

団十郎のなまってござりす

12

30

RAKUGO BANG !

10

名取市長の「こんにちは!しろうです。」 リメンバー・ミュージック（洋楽90年代） 弁護士奥山倫之のロック裁判所

リメンバー・ミュージック（邦楽90年代）

がん情報ラジオ

（提供:宮城県立がんセンター）

上原喜光ぐるっと360度

55 防災インフォメーション

生放送

小山ジャネット愛子Botanica
生放送

12 15 ミューアのMUSIC LUNCH
ミューア
30

水

木

00 あの頃青春グラフィティ
岡野美和子

金

MUSIC MUSEUM

生放送

15 30

13
とも み

い とう

ふ

じ

こ

うち の

赤間 智美 伊藤 富士子

なとらじWIDE

生放送

まゆみ

き むら

内野 檀

とも こ

さ

さ

き

00

あや か

木村 知子 佐々木 彩香

16

13:07頃
13:30頃
14:07頃
14:30頃

天気予報、交通情報
13:15頃 なとりずむ【再】（提供:名取市）
ゲスト/パーソナリティーコーナー
13:50頃 ラジオショッピング
天気予報、交通情報
14:20頃 なとらじインフォメーション
月:名取市市民活動支援センター／火:イオンモール名取インフォメーション／水:セーフティ・ステーション
木:はっぴい☆ペットライフ／金:ぎゅっ！ぎゅっ！ to なとり
14:50頃 宮城県からのお知らせ（提供:宮城県）

14

黒瀬智恵

目黒公郎

スーパー・ステーション!
城之内ミサのPeace of Mind
名取市インフォメーション

45
あか ま

名取市インフォメーション
【再】名取市長の「こんにちは！
しろうです。」
新番組
生放送
にちようび ノーマル 恵理
みんなのサンデー防災 新番組

14 00

00
火

生放送

河村由美

00 Brand-New Saturday
かとうみちこ 高橋あさみ

13 00

防災インフォメーション
月

生放送

おはようサンデー 浜菜みやこ

00

リメンバー・ミュージック（洋楽80年代）

55

生放送

11 00 Brand-New Saturday

（協力:名取市放送部 提供:㈱ささ圭）

淳

45 MUSIC MUSEUM

ジンケトリオ

（提供:㈱ささ圭）

【再】名取☆もうそうしnight

井口

30 多言語放送局（協力:仙台観光国際協会） 上原喜光

15 リメンバー・ミュージック（洋楽80年代）

00

岡 漱一郎

16 【再】宮城県立がんセンター

SPACE SHOWER RADIO

30 【再】団十郎のなまってござりす
（提供:㈱ささ圭）

Kaoru Ekimoto

00 おはようサタデー
ひのきしんじ 本間千代子

9

00 名取市インフォメーション

11

Colleen Ogura

経営軍師 岡 漱一郎の
絶対負けない社長の法則

00 名取市インフォメーション

まゆみ

45 リメンバー ･ミュージック（洋楽70年代）
00

生放送

Radio KZOO in Honolulu
“Hawaiian Breeze”

55 防災インフォメーション

7

「なとりずむ」 （提供:名取市）

30 名取市インフォメーション

6

55 防災インフォメーション

9

（協力:ゆりあげ港朝市協同組合）

00

30 リメンバーミュージック（邦楽70年代）

30

【再】ゆりあげ港朝市 さくらい理事長のつぶやき

45 なとらじ健康体操

00 名取市インフォメーション

8

SUN

生放送

MUSIC MUSEUM

SATURDAY SUPER LEGEND JP TOP20（20-11位）
ARCHE

山川智也

00 名取市防災無線（夕焼けこやけ）
01 名取市インフォメーション

17 16
MUSIC MUSEUM

新番組

JP TOP20（10-1位）

30 だぁくろの『夢よ急げ！〜

THE ALFEE 全曲紹介ラジオ』

15 00
アフタヌーンパラダイス
16

月:岸田敏志、光部愛

火:渡辺真知子、西達彦

水:沢田知可子、蒼山慶大

木:杉真理、山口真奈

00 アコガレステーション
岡野美和子
18
55 防災インフォメーション

金:高山厳、夏目真紀子

00 名取市防災無線（夕焼けこやけ）
01

月

火

水

生放送

30

み うら たかひろ

ema.M(エマ)さん 三浦 隆弘さん

マーサさん

吉田和雄

宮城県立がんセンターがん情報ラジオ

よしたけ

由岳さん

（提供:宮城県立がんセンター）

44 名取市インフォメーション

18

00 なとりNET BOX!
（提供:㈱NETプラス）

高橋佳生のハートでGood!
生放送

00

Sound of Oasis カノン

SLOW LIFE!

00 ASJPresents

建築家のアスリートたち
丸山雄平

00

21

生放送

1

2

生放送

まだ水曜？！
〜 StillWednesday

（提供:仙台市宮城野「中華そば一休」）

30 名取☆もうそうしnight
（協力:名取市放送部提供:㈱ささ圭）
大西貴文

サンドウィッチマンのラジオやらせろ!

牧山純子のサウンドマリーナ

生放送

RadioLeaderʼs 吉井絵梨子

眠れない大人達

00 週刊メディア通信
高島幹雄 浜菜みやこ

Midnight Comoesta 嶋田宣明

中村由利子のPiano Fantasy

Radio Star Audition

伊達孝時 唄って語る歌謡曲

00
30

アニメ関門文化学園

00 〜朝香智子

しゃべんジャーズ

インディーズ・アロー

3

00 JAZZ VOCALの夜

4

00 slow life, slow music

30 〜 AATA

新番組

新番組

サイエンスNOW

新番組

喜多san'sBAR

30

川辺保弘ほか

齋藤めぐむの「音楽時間」

wacciのLIVE!LIVE!LIVE!

小川さなえのなるほど歴史講座

池袋交差点24時 ラジオ版
ザ・コレクターズ
おきふる！おきふる！

新番組

ジミー入枝のですです〜
ON MY MIND

THE NITE 大西貴文

河口恭吾 ブートラジオ
河口恭吾

（提供:仙台市宮城野「中華そば一休」）

ＵＭＵ

24

生放送

RADIO BOHEMIA
ロバート・ハリス

30

生放送

ごめんあそばせクラシック♪

2
3

00

茜沢ユメル

週刊ラジオマガジン
「高野育郎のエディター・デイズ」
高野育郎

ビート・インザ・ボックス
〜 just the beginning 〜
美加のNice'n Easy Time

新番組

大橋美加

00 なべやかんのブヒブヒスパークタイム
真夜中の訪問者
なべやかん 荻野真理
00

4

Power Up More Nippon

花火の星

新番組

新番組

田川まゆみ

吉田メロディとステキな時間

※上記番組プログラムは、2021年３月末時点のものです。 ※都合により番組内容が変更となる場合がございます。
※緊急時、名取市防災無線が放送された場合、番組によっては放送期間、放送時間、内容等一部変更となる場合がございます。ご了承下さい。最新情報はホームページをご覧ください。

なと り ず む

おススメ

OA 月〜金 9:30〜9:45（再放送 同日13:15〜）

平日毎日、
日替わりで名取の旬な話題をお送りする番組。
テーマに沿った方々をスタジオへお招きしてお話を伺います。
時には地域に飛び出し、
市民の皆様の 声 もお届けしています。

︻月〜水︼

【各曜日のテーマ】

＜月＞なとり・セーフティ通信
防犯、地域安全、防災、震災伝承

＜火＞なとり市役所のお仕事
さ

さ

き

あ や

市役所職員紹介

か

佐々木 彩香

＜水＞なとり・カルチャー＆スポーツ

︻木 金︼

文化、公民館、スポーツ

＜木＞なとり・健やかサロン
健康、介護、福祉、子育て

＜金＞なとり・city スタイル
う

ち

の

内野

生放送

ユメルのモナリザラウンジ

本牧ヤグチ

スリジエSTYLE

サムライジング

Music Hot Flavor 川辺保弘

弓月ひろみ

00 湘南ベース
岩沢二弓（ブレッド&バター）
わたなべヨシコ

1

WeeklyRecommend

なとらじミュージック

ARCHE/森雅紀/田中寅雄/森川翔太/
藤嶋翔大/佐野遥喜

00

アイパー滝沢の
ホゥ !リーナイト・フィーバー

70'sダイアリー

00

生放送

SHINGO'S RADIO SHOW
Night★Fever 橘しんご

金城礼子

【再】サンドウィッチマンの
ラジオやらせろ！
【再】バクコメの「Eternal★Blade」

ビートルズNo.5

00 TABARU Love Emotion
22
TABARU

23

名取天文台のCOSMO Café

夜ドン！
夜は行け行け！ド〜ンと歌謡曲

WeeklyRecommend

30

DJ Nobbyʼs Tokyo LIVE!!

※第一木曜コメンテーター :吉岡正晴（音楽評論家）

55 WeeklyRecommend

00

00

21

サテライトボイスinお台場
ODAIBA RAINBOW STATION

きいやま商店のかっぱち

バクコメの「Eternal★Blade」

仙台高専のなとらぼ

30

生放送

SIRA

窪田友紀子

00 PRESIDENT STATION
今安琴奈
23

24

生放送

風とシープス…ときどき、窪田友紀子

河村由美

22 00 THE NITE

渡辺俊美のINTER PLAY

杏奈カフェ♪♪ 冴木杏奈

河村由美

20 15 MUSIC MUSEUM

（提供:㈱NETプラス）

生放送

小林千絵

00 名取市インフォメーション

【再】なとりNET BOX!

ミュージックデリバリー

花※花Style

19 30 GENEのROCK'N'ROLL PARADISE マスコナオミのENJOY湘南

20

Kazuo Yoshida's
BOSSAMANIA

19

（協力:ゆりあげ港朝市協同組合）

夕やけ な・と・り!（月〜木）

17

大石吾郎

00 大塚商会 Presents

【再】ゆりあげ港朝市
さくらい理事長のつぶやき

木

大石吾郎Premium G

農林、水産、商業、観光、街づくり

まゆみ

檀

バクコメの Eternal ★ Blade

なとり NET BOX !

よしもと宮城県住みます芸人「バ
クコメ」による自由でたまに「中
二」なトークをお楽しみください。
OA

火曜日 21:00 〜 21:30

再

日曜日 21:00 〜 21:30

すべては「笑顔」と「感動」のために

提供：仙台市宮城野 中華そば一休

宮城県立がんセンター がん情報ラジオ

名取市にあるイベント企画・制作
会社「NETプラス」がお送りする、
宮城県の楽しい情報をつめこんだ
トーク番組。

月曜日 18:00 〜 19:00

OA

金曜日 17:30 〜 17:44

再

金曜日 18:00 〜 19:00

再

土曜日 ９:16 〜９:30

■株式会社NETプラス：http://www.net-pls.jp/

名取市長の「こんにちは！しろうです。
」
山田司郎名取市長が市内の中高生や各業界で活躍し
ている人をゲストに迎え、アットホームな雰囲気で語
り合う30分。

ゆりあげ港朝市さくらい理事長のつぶやき

ゆりあげ港朝市の「さくらい理事長」の「つぶやき」を
クラシックやジャズなど素敵な音楽と共にお届け。
番組の中でキーワードを発表。正解応募者の中から抽選
で、ゆりあげ港朝市の商品券のプレゼントも実施中！

※月１回更新

OA 水曜日 12:00 〜 12:30

再 金曜日 17:01 〜 17:30

再 日曜日 12:30 〜 13:00

OA 金曜日 10:00 〜 10:30

工場併設 植松店
〒981-1226

宮城県名取市植松字入生48 -1

名取市閖上１丁目

（閖上大橋東側・堤防上）

※月１回更新

OA

名取川に面する
「オープンテラス」の憩いの空間

TEL 022(784)1239
FAX 022(784)1250

名取市内にある「宮城県立がんセン
ター」の専門Dr.から現場の最新情
報を月１回発信します。

お問い合わせ

27のお店と飲食店

☎ 080-9636-4832

再 土・日曜日 5:00〜5:30

