タッキー816みのおエフエムを

掲載している情報は9月27日
（月）
現在のものです。

日時：10月7日(木)10時〜
場所：阪急箕面駅周辺商店街、滝道

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。
※10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。
問合せ：箕面FM まちそだて事業部
TEL 072-724-5151

箕面山七日市のご来場には、

箕面駅前第一駐車場・駐輪場
箕面駅

年中無休

サンプラザ
1号館

駅前第１
駐車場・駐輪場
サンクス
みのお

府道箕面池田線

府道豊中亀岡線

30分100円

サンプラザ
2号館

みのお本通り商店街

24時間営業

駅前第2駐車場

後援・協賛イベント
●箕面国際フェスティバル
日時：10月2日（土）12:00〜19:00、3日（日）10:00〜19:00
場所：大阪大学箕面キャンパス
内容：学生と大学、地域が協力して行なう新しい大学祭。
「世界旅行」をテーマに、異文化交流、模擬店、 ラジオ公開放送
ステージ発表、縁日、展示ほか
●みのたんらじお
主催・問合せ：同フェスティバル学生運営事務局
ON AIR▶土曜11時
oﬃce@kokusaifes.com
場所：箕面市立メイプルホールロビー
☆詳しくは同フェスティバルのホームページ
10月 2日(土) 大阪大学中国語劇団
●Maple Afternoon Jazz Concert vol.9
（箕面国際フェスティバルから）
日時：10月8日(金)14時30分
10月 9日(土) 止々呂美小校区ネイチャーこども会
場所：箕面市立メイプルホール小ホール
10月16日(土) 阪大Food Action
出演：石田ヒロキ（Pf,Vo）、田中洋一（Tp）、山本久生（Ba）
（みのおキューズモール キューズステージから）
料金：前売2000円、当日2200円、大学生以下1,000円（全自由席）
10月23日(土) 萱野小学校ＰＴＡ令和元年度広報委員長
問合せ：箕面市メイプル文化財団 ☎072-721-2123
榎本恭子さん
10月30日(土) 箕面観光ボランティアガイド 内本友次さん
10月のラジオ番組ガイド

●聞かせて！ペット自慢スペシャル
ON AIR▶ 水曜11時ほか
10月 6日(水) 和気貴志［オカメインコ］
10月13日(水) 垣内なおみ［イヌ］
10月20日(水) 月亭天使さん［ネコ］
10月27日(水) 濱畑麻子［チンチラ］
●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
10月14日(木) 山根聡さん（同大学大学院言語文化研究科長）、
古谷大輔さん（同大学言語文化研究科言語社会専攻教授）

健康はお口から！ toD
6
q

古くから身体健勝・商売繁盛の
ご利益で知られた宝くじの起源「箕面富」
ご利益を得る年に一度のチャンス！
ミニ大福御守1000円（客殿・鳳凰閣の拝観
券付き）をご購入のかたが参加できます。

日時：10月10日(日)
11:00〜（受付9:00〜10:55）雨天決行
（10:45〜奉納 筑前琵琶「箕面富」
）
場所：箕面山瀧安寺「観音堂」
10月1日(金)〜初公開！

皇室のご来訪のために
設けられた「客殿」や国
の登録有形文化財であ
る「鳳凰閣」の拝観がス
タートします（有料）。

ナイト森林ヨガ

日時：10月23日(土)16時30分〜19時

（小雨決行。荒天時は10月30日(土)）

場所：箕面駅前野外ステージ〜箕面大滝
内容：ライトアップされた箕面公園内で
リラックスヨガ体験
定員：20人（申込順）
料金：1000円
申込・問合せ
10月20日(水)までに
箕面 交通・観光案内所
TEL072-723-1885
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が便利です

2021

I

健康情報をお伝えするほ
か、誤嚥性肺炎やほうれ
い線予防のためにパタカ
ラ体操でお口を鍛えます！
ON AIR

10月5日・12日・19日・26日
10:45・16:10・19:30・翌朝7:05
（各回15分）
進行：箕面市歯科衛生士
永井靖美さん、中川晶子さん
10月のテーマ・ゲスト
誤嚥性肺炎予防のためのお口の
訓練について
言語聴覚士 樺元大輝さん、
ピアノ伴奏 伏下敦子さん

第601回

ラジオで
ご紹介した
「ついでに運動」
を
動画で紹介して
います！

※新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、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。

10月はローガンズ
（4グループ）
▼クーネロコシスターズ
懐かしい歌
を
10月1日・19日♪翼をください
一緒に
歌
いましょう！
10月7日・25日♪恋の季節
10月13日・29日♪瑠璃色の地球
▼ミルフィーユ
10月4日・20日♪ルージュの伝言
10月8日・26日♪星影の小径
10月14日♪A doodlin' song
▼北摂落花生
10月5日・21日♪虫の声
10月11日・27日♪私の青空
10月15日♪Moon River
▼ファムフィーユ
10月6日・22日♪サザエさん
10月12日・28日♪ひょっこりひょうたん島
10月18月♪いのちの名前

Monthly国際交流コンサート

モリ・アキコ LIVE おまじない
タイトル曲「おまじない」は、つらいときも不安なときも、アハハと笑って乗り越えて
いこうという、自分自身とみなさんへのメッセージ ソングです 。オリジナルを中心に
カバー曲を織り交ぜながら、モリ・アキコのライブをお楽しみください！
日時：2021年10月17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：モリ・アキコ (Vo) , Dindy (Piano･Chorus)
※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

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)

OCT
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大阪府箕面市のコミュニティラジオ局
tsahryタッキー816
が開局26周年を迎えます！

er
Anniv

レッツ

開局26周年イベント＆公開生放送

ッキー と

!
ス
イ
ョ
チ
ール

タ

ク

日
111:00
0月16
15:00
〜

雨天中止

※11:00〜12:00は「みのたんらじお」を公開放送します

場所

みのおキューズモール
キューズステージ

集合！
ティが大
リ
ナ
ソ
ー
816のパ
す。
タッキー
く考えま
に
し
マ
楽
ー
で
テ
な
を
」
ん
」を、み
チョイス
「クール ための「賢い選択 科学教室も！
今回は、
化対策の ライブや、楽しい
地球温暖
ミニ
アルパの
ギターと
折り紙コーナー

ラジオ公開生放送
CO2測定体験
地球温暖化クイズ
食品ロス削減団体 阪大Food Action 活動パネル
滝ノ道ゆずるの顔をつくろう！ゆずる折り紙コーナー
山田善春さんの
ラジオ科学教室
100回記念

♪ギターとアルパ ミニライブ
山田恵範、増永雅子

探偵ナイトスクープの理科・物理担当
山田善春さんの楽しい実験。お楽しみに！

タッキーとレッツクールチョイス! はラジオ・スマホ・インターネットでお聴きいただけます
ラジオで聴く

ラジオの周波数を

FM81.6MHz
に合わせてください。

箕面国際フェスティバルで
ラジオ公開録音！

国フェス×
みのおエフエム

発行

箕面ＦＭまちそだて株式会社

スマホ・パソコンで聴く
日時：
10月3日(日) 13:45〜15:45
場所：大阪大学箕面キャンパス ステージ彩(館内ステージ)

大阪大学大学院生のラジオ番組「ふらっとちゃっと」と大学
生の番組「らくがきVOICE」がコラボした特別番組の公開収
録を行います！
留学生を招いてのトークや、各番組の定番企画も収録しま
す。ぜひそのもようを会場でお楽しみください！

ご来場予約は 箕面交際フェスティバル

営 業 部・編 成 部 …… 〒562-0035 大阪府箕面市船場東２丁目５番47号 ＣＯＭ３号館２階
TEL：072-728-3210 FAX：072-728-3733
まちそだて事業部 …… 〒562-0001 大阪府箕面市箕面1丁目1番1号
（箕面 交通・観光案内所内）
TEL：072-724-5151 FAX：072-721-1788

検索

箕面ポータルサイト
「みのおどっとネット」

https://minoh.net/

