
～
緊急割込放送について
■緊急割込放送は、ピッチエフエムの電波を使って自治体が行うラジオ放送です。
■割込放送を行う自治体は地震や津波等、突発的な災害の発生時にピッチエフエムから緊急情報を発信する場合があります。
■自治体の販売する防災ラジオをお持ちの方は、緊急時に自動起動するようラジオを感度の良い場所に設置してください。
■年始を除く毎月１日16時から緊急割込放送の訓練を行っています。

Pitch FM  83.8MHz  Programs 2023.4.1 Sat
ピッチエフエムは災害時、もしもの時、このエリアに住むすべての人に「安全」と「安心」を届けるコミュニティFMです。

月曜日 金曜日火曜日 水曜日 木曜日 日曜日土曜日

※番組表は、新聞面にあるQRコードを読み取ってスマートフォン等でもご覧いただけます  http://838.fm/timetable/
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セレクトゾーン  ～市民が番組づくりに挑戦！～ セレクトゾーン
～市民が番組づくりに挑戦！～

M-LIBRARY

セレクトゾーン
～市民が番組づくりに挑戦！～

上田定行の
ラジオで行きまショー
～対談、グルメ、音楽、文学、エンタメなど、
番組スタイルも自由気ままにお届けします～

三河みちくさ散歩道
～エリアの自然について
「へぇ～！！」～

Jammin’Style Lounge
～JAZZ専門番組～

Holiday Driving Away
～ドライヴィング・スポットまでナビゲート～

セレクトゾーン
～市民が番組づくりに挑戦！～

セレクトゾーン
～市民が番組づくりに挑戦！～

エンヤサンのずっと
はじめまして！

RADIO GOOD
TIME

 ～市民が番組づくりに挑戦！～
セレクトゾーン
 ～市民が番組づくりに挑戦！～

セレクトゾーン
 ～市民が番組づくりに挑戦！～

セレクトゾーン
 ～市民が番組づくりに挑戦！～

セレクトゾーン ～市民が番組づくりに挑戦！～

セレクトゾーン  
～市民が番組づくりに挑戦！～

 

セレクトゾーン  ～市民が番組づくりに挑戦！～

　

AI weather info

AI weather info

作ろう！MIRAIZ（1.2週）

16:30

 

6：30 　AI weather info 6：45 　My School Song  ～小学校の記憶と記録～　小学校の校歌をお届け

鉄崎幹人

鈴木秀夫

Jammin’ Style Lounge（再）
～JAZZ専門番組～

鈴木秀夫

8：56 市からのお知らせ　知立市
M-LIBRARY
8：56 市からのお知らせ　刈谷市

【提供：トヨタグループ6社】

【提供：アイシン】

17：57 市からのお知らせ　碧南市 17：57 市からのお知らせ　安城市

制作：エフエムとよた
Weekend Groovin’

佐野瑛厘

大橋慎

但木美孔塚本陽子

Around40 女子部Z
～アラフォー女子の
リアルに迫る
本音トーク番組～

ミッドナイトクラシック

Misaki

左右田 薫

Enya-Sang

川村茉由

M-LIBRARY

～年代・ジャンルを越えたノンストップミュージック～

AI weather info16:30

M-LIBRARY
～年代・ジャンルを越えた
　　　ノンストップミュージック～

上田定行

セレクトゾーン
～市民が番組づくりに挑戦！～

セレクトゾーン
～市民が番組づくりに挑戦！～

  

 

 

  

金曜日のオアシス

月 ～ 金 22:50

セレクトゾーン ～市民が番組づくりに挑戦！～

セレクトゾーン

Nishio West Side Hit247

（3.4週）

   

 セレクトゾーン ～市民が番組づくりに挑戦！～

【提供：ＱＶＣジャパン】

14:00～14:45
【提供】株式会社テルミック

テル★ラジ

第１週：看板娘。 
第２週：HAZUFORNIA RADIO
第３週：FC刈谷
第４週：岩崎真のつぶやきラジオ

毎月 第３土曜日 18:00～18:30

【提供】株式会社おとうふ工房いしかわ

毎月第２土曜日は
11:00から公開収録！
@安城アンフォーレ１階
ぜひ遊びに来てね♪

DENDEN商店街

セレクトゾーン

M-LIBRARY

～年代・ジャンルを越えた
　　　ノンストップミュージック～

インターネットでPitch FMが聴ける！
スマートフォン・タブレット端末アプリ「FMプラプラ」
右のQRコードから、アプリストアで
「FMプラプラ」をダウンロード！

【放送局選択】で【KATCH＆Pitch地域情報】
を選んでね。メッセージも送れます！

［放送時間］

碧南市・刈谷市・安城市・
知立市・高浜市の

交通情報・天気予報・地域情報は

ピッチエフエム
８３   .   ８     MHzをチェック

エリアトピックス

交通情報

天気情報

この地域の道路状況を分かりやすくお伝えし
ています。朝の通勤・通学に欠かせない
インフォメーションです。
[ 放送時間 ］

日

～

１０：３０

[ 放送時間 ］

日

～

[ 放送時間 ］

～ ７：２０、８：００、１０：００、１１：４５、
１６：１５（月水金のみ）

９：２０

この地域の天気予報をお伝えしています。

この地域の催しや行政からのお知らせなど
をお伝えしています。

ピッチエフエム
防災インフォメーション
防災
過去に起こった碧海地域での災害の経験者
や、東日本大震災で被災した方たちにインタ
ビュー。   また、   地震の専門家や大学教授も
交えて、    災害の原因や対策などを分かりや
すく解説しています。

大災害時、万が一スタジオが機能しない場合
でも、サテライトカーが臨時仮設スタジオの
役目を果たします。
刈谷市役所の屋上など
高い場所にアンテナを
設置し、野外から緊急
災害放送を届けます。

月 ～ 金

災害時にも重要な役割を担う
ピッチサテライトカー

che
ck!

月 金  

月

月

金  

金  

株式会社 エフエムキャッチ
〒448-0803　刈谷市野田町大ヒゴ１番地
天気予報・交通情報、最新音楽や地域の情報など、西三河の
身近な情報は Pitch FM 83.8MHz でチェック！
e-mail: pitch@838.fm ／ FAX: 0566-27-7767
WEB: http://838.fm

メッセージ・リクエスト
いつでも受付中！

６：３０、７：０５、７：４０、８：０６、９：５０、
１１：２０、１６：３０、１８：００、２２：５０

７：１５、７：５０、８：１２、８：３０、９：１０
１０：２０、１２：３０、１８：２０

１９：１０、

（月水金のみ）９：１６、１３：２５、１５：３０

　

～懐かしい音楽で「あの頃」が蘇る～

ふじたあきこ

【協力 】  キャッチネットワーク

交通 天気

 オアシス スタジオから生放送

Hit Music Graffiti

Pitch Beat Street 838 
～気持ちも疲れがちになる夕方、ノリのいいミュージックでリフレッシュ！～

交通 天気 エリア

TESHIにしざわひろ笛木良彦 浅井祐香 酒井直斗

オアシス スタジオから生放送

17：56 市からのお知らせ　
月 碧南市　火 安城市　水 知立市　木 刈谷市　 金 

17：30 木 KATCHインフォメーション【提供：キャッチネットワーク】

18：45 Weekday Cinema&チケットプレゼント
【協力：安城コロナ、ユナイテッドシネマ阿久比、刈谷日劇】

18：30 エンタメ情報バラエティ FUNTAME

19：15 木 Highway Mix Powered　by MILLIONAIRE DJ SCHOOL
19：30 月 Kariyarsのコーナー　　

刈谷市　

火 月 水 木 金 木 金 

市からのお知らせ広場　ぴっちスクエア（再） ～碧南・刈谷・安城・知立市の情報満載～

20：57

20：25 防災インフォメーション

防災

20：35 まちのまど　火 刈谷市　水 碧南市　木 安城市　金 知立市
市からのお知らせ　月 火 知立市　水 刈谷市　木 碧南市　 金 安城市 碧南市　

まーぼ春雨 大参もりえ 碧芭月 

新 

水 金 金 

Break! 新 Break! 新 Break!防災

アンフォーレスタジオから生放送 アンフォーレスタジオから生放送 アンフォーレスタジオから生放送

【提供】碧海信用金庫
【提供】
　株式会社ビレッジ開発 【提供】角文株式会社

15:30
防災インフォメーション

16:15
　エリア・トピックス

　

15:30
防災インフォメーション

16:15
　エリア・トピックス 　

15:30
防災インフォメーション

16:15
　エリア・トピックス

エリア 防災エリア 防災エリア

16:30
　AI weather info

16:30
　AI weather info 16:30

　AI weather info

【提供：碧南市・刈谷市・安城市・知立市】

市からのお知らせ広場　 ぴっちスクエア ～碧南・刈谷・安城・知立市の情報満載～　     
13：25 防災インフォメーション

防災

オアシス スタジオから生放送
13：35 まちのまど　火 刈谷市　水 碧南市　木 安城市　金 知立市
13：57 市からのお知らせ　月 刈谷市　火 碧南市　水 安城市　木 知立市　 金 

月 服部愛子
火 長尾早希子
水 伊倉ゆう
木 塚本陽子
金 松元伸枝知立市　

Pitch HAPPY 市場 ～主婦向けお昼の情報番組～  オアシス スタジオから生放送

松元伸枝塚本陽子服部愛子 長尾早希子 伊倉ゆう

交通 天気 エリア

11：30 月 火 ハッピー ドライビング  スポット

リポーター：水 浅井祐香  金 伊倉ゆう

12：45

11：30 水・金 まちかどリポート

水・金 まちかどリポート

木 ・・

火 月 水 木 金 木 金 

Pitch Morning Blend ～１日のはじまりは、フレッシュな情報と心地よい音楽で～
7：30 　 　　 碧海あのころピッチキャッチ【提供：豊田自動織機】

10：56

Katsuu 但木美孔岡本祐佳 鈴木志保

交通 天気 防災エリア

市からのお知らせ
知立市　火 月 刈谷市　水 碧南市　木 安城市　 金 

8：40 火 D-Tripper【提供：デンソー】  
10：30 　 　　 もしもしPitchスポット月 金～

月 金～

木 金 
火 月 水 木 金 木 金 

安城市　
白川 洋


