
Vol.15
青垣総合運動公園グリーンベル青垣( 株式会社ウエルネスサプライ)
あまご村
イクジウッド株式会社
一般財団法人神楽自治振興会
丸忠造園
道の駅青垣
もみじの里青垣
有限会社まるきん農林
六輔舎株式会社

木下建築
そばんち
ひなたぼっこカフェ
山名酒造株式会社
夢の塾アン農園

一般社団法人丹波市観光協会
イワマ商店
オーディン丹波店
株式会社喜作
株式会社栗住野画材
株式会社スズキ販売氷上
株式会社丹波悠遊の森協会
株式会社デンテックス
株式会社中島大祥堂
株式会社まさゆめさかゆめ
株式会社保険事務所リライアンス
公益財団法人兵庫丹波の森協会
コモーレ丹波の森専門店会
山陰警備保障株式会社 丹波営業所
社会福祉法人恩鳥福祉会
生活協同組合コープこうべコープ柏原店
田原会計事務所
丹波市建築協会
丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム推進協議会
新井自治協議会
パナソニックホームズ提携代理店 高橋工業株式会社
日本民謡 秀敦会

弁護士法人近畿フロンティア法律事務所
めがね工房+ラクーラ
有限会社サンオート柏原
リフォームのイモケン
りぼん
ル・クロ丹波邸

j.スクール
あずき工房 やなぎた
株式会社オオツキ
株式会社GOOD
株式会社丹波婦木農場
喫茶・食事みんなのいえ
社会福祉法人みつみ福祉会
草莽塾
ダイハツ春日販売株式会社
有限会社こやま園
夢の里やながわ
ロカッセタンバ

居酒屋 蘭丸
丹波で一緒に唄おう会
兵庫県土地家屋調査士会但馬支部
株式会社大地農園
丹波市立薬草薬樹公園(株式会社ウエルネスサプライ)
株式会社ムラコ
有限会社倉本測量

ECCジュニア成松教室・柏原教室・青垣教室
生野学園 高星親の会 OB会
KOTOS 株式会社由良工務店
NPO法人バイオマスフォーラムたんば
医療法人社団清風会 香良病院
太田自動車株式会社
御食事処夫婦橋
オフィスキムラ株式会社
片山商店
株式会社芦田ポートリー

稲次住建
株式会社ジョイランド
株式会社トーワ（リラクゼーションANON）
株式会社ネクステ
株式会社細見互福グループきもののほそみ
株式会社薮内石材店
株式会社タンバンベルグゆめタウン専門店会
惠泉マリア訪問看護ステーション
社会福祉法人丹波市社会福祉協議会
丹波小林屋
丹波市商工会
たんばセレモニーホール ネムールの森（キクヤ株式会社）
丹波ひかみ農業協同組合
ディサービス スマイル
ディナモ体操クラブ
中兵庫信用金庫
ネットワーク株式会社
バイエリッシャーホーフ/   氷上ファーストホテル
氷上自動車工業株式会社
ビッグふれあい薬局
丸茂観光バス
やすら樹（株式会社かどの）
有限会社タイキ
有限会社足立花義 花キューピット花よし
料亭大和
レストラン昭和
有限会社北丹環境サービス

医療法人社団紀洋会
株式会社コーキ
ぺルー館

アシスト足立
医療法人社団 順孝会あだち眼科
関西丹波市郷友会
兵庫医療大学薬活オウルズ
株式会社さとう/   株式会社さとうフレッシュフロンティア

青 垣 町

市 島 町

柏 原 町

春 日 町

山 南 町

氷 上 町

丹波篠山市

県 外

丹波医療センター・ミルネ診療所の処方せん受付いたします !

丹波市氷上町石生1783‐6
☎0795-78-9382

ビックのスーパー宝くじ売場のとなり

プレゼント応募方法 応募宛先／ Mail: request@tanba.info   Fax: 0795(78)9832

メールの件名（FAXの場合は上部に記載）を「ミニコミプレゼント応募」とし、①ご希望のプレ
ゼント名②郵便番号・住所③氏名・ふりがな④年齢⑤電話番号⑥今号や番組の感想（あればペン
ネームも）などをお書き添えの上、FAXかメールで「805たんば」までご応募ください。
【12/15(日)必着】商品の発送をもって発表にかえさせて頂きます。

来年で創業70周年の釣りの仕掛けメーカー、
ハリミツは【釣りを楽しむ】をモットーに
日本全国の方に釣りの楽しさを伝えるために
日々邁進しております。
船釣り用仕掛など、メイドインジャパンの仕掛が
多数あり、イカタコ釣りルアーの墨族ブランドも
大人気です。
今回は、近年ブームになっているタコ釣りルアーの
蛸墨族のオススメセットをプレゼントいたします！
釣って楽しい！食べておいしい！
タコ釣りを一度体験してみてください。

B 蛸墨族 オススメ5本セット3名様
（カラー・サイズは選べません）

A
待ちに待った新酒一番搾り。

山名酒造の蔵人、中川清二さんが育てた希少な地
場の酒米「兵庫北錦」で醸しています。

爽やかな香りとシャープな口当たりの辛口。
できたての鮮烈な若さが印象的な生酒をご自宅に
直送します。

山名酒造 奥丹波絞りたて 3名様

10 12

インターネットサイマル放送が変わります

今までお使いいただいていたアプリが
11月から使えなくなります。
新しい放送は、下記のURLから
お聞きいただくか、QRコードを
読み取ってください。または
『JCBA』『サイマル放送』で検索!

https://www.jcbasimul.com/radio/1281/

応募締切

必着
12/15(日)



月 火 水 木 金 土 日

６ 生放送 Morning Community (月～水：橘しんご/木～金：川久保秀一) Radio KZOO Honolulu
“Hawaiian Breeze” 
Colleen Ogura 
Kaoru Ekimoto

ビリー諸川の
昭和浪漫歌謡曲

ビリー諸川

７ ８０５応援団紹介＆応援団CM おはようサタデー

ひのきしんじ/本間千代子

おはようサンデー

浜菜みやこ30 生放送 モーニングコールたんば
8

９ リメンバー・ミュージック（洋楽７０年代） たんばの福祉＠再 恋する８０５＠再

15    805応援団紹介＆応援団CM
30
What’s UP丹波

※第１・３週

30
目の病気を知ろう

（11月～）

30 丹波の子育て
母ちゃんよもやま話
※第１・３週放送

30 演歌・昭和歌謡の時間
45 気をつけたい

健康の話

10 リメンバー・ミュージック（邦楽８０年代） たんば女性STORY＠再

30 805寄席 30 目の病気を知ろう＠再

（11月～）

11 リメンバー・ミュージック（洋楽８０年代） Brand-NewSaturday
かとうみちこ/湯内早苗

小山ジャネット愛子
Botanica

12 リメンバー・ミュージック（邦楽９０年代） てくてく丹波竜博物館＠再

30 805の時間

13 リメンバー・ミュージック（洋楽９０～２０００年代） あの頃青春グラフィティ Resort Winds
in 軽井沢
有銘琴絵
FM軽井沢

30 演歌・昭和歌謡の時間

14 リメンバー・ミュージック（邦楽２０００年代）

15 ワンコと暮らそう! スターリースカイ
ストーリー

805の時間
（お楽しみ）

アニメ名作
チャンネル

ジャングル
ミュージック30

What’s UP丹波＠再
※第２・４週

グルグルラジオ

15 たんばのむかしばなし

30 ふるさとの歌 30 議員さんこんにちは!＠再 30 地域の窓から＠再

16 アフタヌーン・パラダイス Surturday Super 
Legend
ＡＲＣＨＥ↓

ＪＰ ＴＯＰ 山
川智也

30 ８０５応援紹介＆応援団CM

17 イブニングウォーカーfm８０５ あほなそば屋とイカレタ仲間
※第１週本放送
※第２・４週 ＠再

18 らしさの心理学 PreｍiumG
～MUSIC GIFT

30 丹波で暮らそう＠再

19 805の時間 たんば防災NEWS
※第２・４週放送

たんばの福祉 てくてく丹波竜
博物館SeasonⅢ
※第２・４週放送

小樽からこんばんは
FMおたる 生放送

大塚商会Presents
Kazuo Yoshida‘ｓ
BOSSAMANIA

杏奈CAFÉ

15 Hikaruの

青春アクセルオン

15 KNNニュース 15   恋する８０５

30 マスコナオミ

のENJOY 湘南
SHOWLIFE!

30 ハイ！先生
質問があります

30 こてつワールド

又は
チカとタケルの
口のまわりは泡だらけ

20 805の音楽の時間 たんば女性
STORY

サンプラザ
中野くんの
Runner2020

805の時間 地域の窓から こてつワールド
又は

チカとタケルの
口のまわりは泡だらけ

ラジオ2951
藤田みさ

15      スターリースカイ
ストーリー＠再

30 サケラジオ 30 議員さん

こんにちは!

30 丹波で
暮らそう

30 和尚と弁護士の
悩み事相談

30 サケラジオ

21 THE NITE 大西貴文 あなたも
パーソナリティ

DJタイム 近兼拓史WWN

30 クリスの

ナイトミュージック

30 アニソンラジオ 30 クリスのナイトミュージック

１日中お日様があたり、ひなたぼっこができ
るお店。
コーヒー６種類を日がわりで味わえます。
苦みの強いコーヒー。甘みのあるコーヒーと
豆のちがいで毎日楽しめます。
朝、生豆を焙煎した新鮮コーヒーをのんでみ
ませんか?
木の家「ログハウス」室内も手作りテーブル
と丸太のイスがならんでいます。

〒669-4344
兵庫県丹波市市島町上鴨坂853-2
営業時間 ９：00～17：00
定休日 火, 水, 第2土, 日, 月
電話 0795-78-9610

惠泉マリア訪問看護ステーションは、心に寄り添
う看護をモットーに丹波市内のご家庭に訪問。

介護予防から住み慣れたご自宅で人生の最期を迎
えるお手伝いまで、在宅療養生活をサポートさせ
ていただいております。

当事業所では職員2名体制で訪問する方針のため、
一緒に働いてくださる看護師さんを募集しており
ます。
何時間からでも大丈夫です。是非一度お問い合わ
せください。お待ちしております。

〒669-3462
兵庫県丹波市氷上町大崎202
TEL 0795-88-5357 FAX 0795-88-5358
mail tanbamaria@vitaport.co.jp

惠泉マリア訪問看護ステーション

美味しいもの
み～つけた♪

10 11 12

ビックマム さくら ビックマム ぱくちー ペケ

8:40

FMもえる中継

ふーみん マエストロ ミタカ パンダリベカ キタムゥ

岸田敏志 渡辺真知子 沢田知可子 杉真理 高山巌

有料番組（買取/提供） 市民制作番組 放送局制作番組 MB（ミュージックバード） ＠再： 再放送 赤字： 新番組


