
●ガンバ大阪インフォメーション
ON AIR▶日曜10時10分ほか
3月7日～28日 マンスリーインタビュー
　　　　　　 ガンバ大阪チアダンスチーム
　　　　　　 KAORIさんほか
●まちのラジオ 大阪大学社学連携事業（ゲスト）
ON AIR▶第2木曜14時ほか
3月11日（木）武田浩平さん（大阪大学社会技術共創

研究センター特任研究員）

3月のラジオ番組ガイド

EVENT & PROGRAM

ラジオ公開放送
●みのたんらじお
ON AIR▶土曜11時
場所：箕面市立メイプルホールロビー
3月  6日(土) 戸田百香さん、中川陽喜さん（ささゆり褒章受賞）
3月13日(土) 箕面市立第六中学校 吹奏楽部　
3月20日(祝) ゆずるの足湯前から
3月27日(土) 伊藤修孳さん（箕面観光ボランティアガイド）
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、公開放
送を休止し、スタジオから放送する場合があります。

問合せ：箕面FM まちそだて事業部
　　　  TEL 072-724-5151

毎月7日限定のお得な特典がいっぱい。
詳しくはホームページをご覧ください。
※3月の振る舞いおよびイベントは、
新型コロナウイルスの感染拡大防
止のため中止いたします。

箕面山七日市
日時：3月7日(日)10時～
場所：阪急箕面駅周辺商店街、瀧道

年中無休
24時間営業
30分100円

箕面山七日市のご来場には、
箕面駅前第一駐車場・駐輪場
が便利です
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3月のナビゲートは
「Orioto」

3月1日・17日♪心の瞳
3月2日・18日♪花
3月3日・19日♪仰げば尊し
3月4日・22日♪贈る言葉
3月5日・23日♪糸
3月8日・24日♪365日の紙飛行機
3月9日・25日♪いのちの歌
3月10日・26日♪YELL
3月11日・29日♪home
3月12日・30日♪Believe
3月15日・31日♪翼をください
3月16日♪旅立ちの日に

毎月第3日曜日開催の無料コンサートです。
タッキー816(FM81.6MHｚ)で放送します。
(再放送：当日21時、翌日14時)

第594回

Jazz＆Pops Duolive
Monthly国際交流コンサート

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ステージ前
にはご来場いただけない場合があります

お口の健康ミニ知識をお伝えするほか、季節の歌
を歌ったり、お口の体操をします。ラジオの前でご一
緒に、思いっきり口を開けてお口を鍛えましょう！

3月9日・16日・23日・30日

●箕面市歯科衛生士 永井靖美さん・中川晶子さん
●スペシャルゲスト 倉田哲郎さん（前箕面市長）
●ピアノ伴奏 伏下敦子さん

再放送：当日16時10分、19時25分頃、翌日7時5分

ON AIR

出演

歌って笑ってお口の教室ラジオで

●Maple Friday Jazz Concert vol.21
日時：3月5日(金)18時30分開演
場所：箕面市立メイプルホール小ホール
出演：石田ヒロキ（Pf＆Vo）、河合鉄兵（B）、伊波大輔

（Dr）、MASAX（Sax＆Vo）
料金：前売一般2,000円、学生1,000円（会員・学生割引あり）
問合せ：箕面市メイプル文化財団  ☎072-721-2123 
●桂米朝一門会
日時：3月18日(木)18時30分開演
場所：箕面市立グリーンホール
出演：桂ざこば、桂南光、桂雀三郎、桂吉弥、桂歌之助、

桂弥っこ
料金：一般3,000円、25歳以下2,000円（全指定席）
問合せ：箕面市メイプル文化財団  ☎072-721-2123 

後援・協賛イベント

日時：2021年3月21日(日)14時～16時
場所：サンクスみのお2番館 地下1階国際広場
出演：SUNMI（Pf,Vo)、岩田晶（Ba)

懐かしい歌を一緒に歌いましょう！

アレンジしたスタンダードジャズとポップスをボー
カルを交えたデュオでお届けします♪

問合せ：桜井マルシェ実行委員会 TEL 072-724-3443
桜井マルシェ 検索

奇数月の

第
2土曜日開催中！

Sakurai marché

場所：阪急桜井駅前広場・プロムナード
暮らしに役立つグッズや手作りの逸品、こだわり
のフードなどのお買物が楽しめるイベントです。

3月の
「桜井マルシェ」は、

新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、中止いたします。

イベント中止
のお知らせ

マルシェくじ「まねこ券」を
100円金券に交換中！

「まねこ券」はお持ちですか？
今ならお手持ちの「まねこ券」どの色でも１枚
で、桜井地区の取扱店で使える「100円金券」
と交換します。
引換期間▶3月31日(水)までの月～金曜日
　　　　　11:00～12:00、13:00～16:00
引換場所▶桜井商店会事業協同組合
　　　　　（阪急桜井駅前）

どの色でも
1枚から交換
できます！
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５日
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４月から小学生になる
幼稚園・保育園の年長さんの歌や演奏と、
旅立つ子どもたちへの先生のメッセージを
ラジオで放送します！

３月５日金～19日金 9:45＆17:30 １日２回15分間
総集編 ３月21日日19：00～21：00 全21の幼稚園・保育園を放送順にまとめてお送りします

ラジオ歌の講座「春を歌おう！」♪ 春の公開生放送

放送日時

タッキー816
みのおエフエム

ラジオ
で聴く

スマホ・
パソコン
で聴く

タッキー816は
こちらのQRコードから
今すぐお聴き
いただけます

2021

タッキー816は
こちらのQRコードから
今すぐお聴きいただけます

箕面ポータルサイト「みのおどっとネット」

https://minoh.net/
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E a r l y  s p r i n g！

のラジオ番組

　慣れ親しんだ幼稚園・保育所を離れ、４月から１年生としての新しい生活が始まる…。そんな年長組の子
どもたちの「今」を伝えたいという思いから、「卒園スペシャル」を毎年放送しています。
　今年度は新型コロナウイルスの影響で、楽しみだった行事が中止になったりと、子どもたちも我慢を強い
られた一年でした。
　そんな中でも「今年も参加したい」と多くの園に手を上げていただき、十分に感染対策を取った上で収録
を行いました。こんな厳しい世の中だからこそ、子どもたちの歌や演奏は、聴くだけで心が温かくなることで
しょう。思いのこもった保育士や先生のメッセージと共に、ぜひお聴きください！

歌を楽しむ機会が減っている今、懐かしい春の歌をラジオの前で
一緒に歌いませんか？声に出して歌うことでココロもカラダも軽く
なること間違いなしです！

放送日時３月22日㊊～26日㊎ 12:05＆17:30 放送日時３月20日㊗ 11:00～16:00
講師：宮武みどり　ピアノ伴奏：藤田治子
うた：箕面小ＰＴＡコーラスグループ有志　

番組制作：タッキー816応援団

放送スケジュール

１日２回
15分間

「春のこどもフェスティバル in 箕面」が開催中の瀧道から、
久しぶりの公開生放送！

場所：ゆずるの足湯前広場（阪急箕面駅から瀧道を徒歩３分）
ＭＣ：繁田麻衣子（11:00～12:00）
　　　和気貴志＆津波古奈桜（12:00～16:00）

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によ
り、公開放送を中止する場合があります。

3月22日㊊♪春よ来い、なごり雪、学生時代
3月23日㊋♪どこかで春が、ブルー・ライト・ヨコハマ、また逢う日まで
3月24日㊌♪花、森の水車、真夜中のギター
3月25日㊍♪春の唄、高校三年生、あの素晴らしい愛をもう一度
3月26日㊎♪早春賦、丘を越えて、ブルー・シャトー、この広い野原いっぱい

放送スケジュール

・箕面市健康スポーツ実行委員会
    岩重敏子委員長
・科学の先生 山田善春さん
・自然を愛するみなさん

ゲスト




