
●植田洋子とTea For Two
ON AIR▶ 第1・3・5水曜15時ほか
11月  3日(水)福井栄一さん（上方文化評論家）
11月17日(水)桂雪鹿さん（落語家）

●ガンバ大阪インフォメーション
ON AIR▶ 日曜10時10分ほか
11月7日～28(日) 白井陽斗選手（FW33）

●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
11月11日(木)大阪大学外国語学部語劇祭委員会のみなさん

11月のラジオ番組ガイド

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
11月  6日(土）令和3年度全国少年補導功労者
　　　　　    栄誉金賞受賞　大村昌子さん
11月13日(土)「多民族フェスティバル特別編」とコラボ
11月20日(土）ゆずるの足湯前から
11月27日(土）箕面観光ボランティアガイド 内本友次さん
※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。

公開生放送LIVE

紅葉狩りでにぎわう滝道
から久しぶりの公開生放
送♪山や自然で活動する
みなさんをゲストにお迎
えし、のんびり放送します。

場所：ゆずるの足湯前広場（滝道）

11:00～繁田麻衣子 （みのたんらじお）
12:00～和気貴志、岡幸彦（サタデーワイドフィーバー）

外院の杜クラブ 吉成経さん
箕面学園高校 川端青先生、生物部のみなさん
箕面ビジターセンター自然解説委員 米田真理子さん
箕面の山パトロール隊 事務局長 村上竜太さん

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。
●平成のぞきからくり（雨天中止）
江戸時代の見世物で、箕面の民話を紹介します！
時間：箕面駅前野外ステージ
場所：13:00～15:30 随時上映  料金：無料

箕面山七日市
日時：11月7日(日)10時～
場所：阪急箕面駅周辺商店街、滝道

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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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602回
古川真穂スペシャルライブ“THANK YOU FOR OUR HOME TOWN”

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

●Maple Friday Jazz Concert vol.23
日時：11月26日(金)18時30分
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）、時安吉宏（Ba）、清水勇博（Dr）
料金：前売2000円、当日2200円、大学生以下1,000円

（全自由席）
問合せ：箕面市メイプル文化財団 ☎072-721-2123
●タッキー816応援団 リレーコーラスプロジェクト説明会
対象：合唱グループ
日時：11月30日(火)11時～12時
場所：みのお市民活動センター
内容：合唱曲「群青」を歌って震災復興を願う企画の

説明会
問合せ：同応援団 ☎090-2010-9771（牧野）

後援・協賛イベント

日時：2021年11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：古川真穂(Vo & Gt)

豊中で生まれ育ち、箕面高校出身でもある古川真穂。1999年に4D-JAMのボーカ
リストとしてメジャーデビュー以降、さまざまな活動を繰り広げる彼女が、久しぶり
に地元のステージに登場！今回は原点に戻り、コロナ禍に地元北摂で改めて自分
のルーツと向き合った彼女ならではのステージをお届けします。

11月は
コール・ルフレ
11月1日・17日♪帰れソレントへ
11月2日・18日♪オー・ソレ・ミオ
11月3日・19日♪パリのお嬢さん　
11月4日・22日♪オー・シャンゼリゼ
11月5日・23日♪サントワマミー
11月8日・24日♪恋心　
11月9日・25日♪Believe
11月10日♪小さな木の実
11月11日♪ちいさい秋みつけた
11月12日・26日♪紅葉（もみじ）
11月15日・29日♪里の秋
11月16日・30日♪峠の我が家

懐かしい歌を一緒に歌いましょう！

掲載している情報は10月27日（水）現在のものです。

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！

11月2日・9日・16日・23日（再放送30日）
進行：箕面市歯科衛生士  永井靖美さん、中川晶子さん

知って得する！介護保険
ケアマネジャー 原田浩さん（あじさい箕面ケアセン
ター）、ピアノ伴奏 伏下敦子さん

ON AIR

11月のテーマ・ゲスト 

健康はお口から！
I

qtoD6

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

日時：11月13日(土)10時～16時（荒天中止）
場所：阪急桜井駅前広場・プロムナード
暮らしを楽しむグッズや手作りの逸品などのお店
が並びます。

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

取扱店はこのタペストリーやのぼりが目印！

詳しくは、箕面逸品の
ホームページをご覧ください。

ゆずのスイーツやもみじをモ
チーフにした雑貨など、箕面
ならではのこだわりの一品
が約150種！

自然農法で育てられた奈良県産の
茶葉に、箕面の実生ゆずの皮をブ
レンドした純国産ゆず和紅茶

おいしい逸品が増えました！
純国産和紅茶
uturina（ウツリナ）
ゆず皮ブレンド

新規登録も受付中です！

EVENT & PROGRAM

進行

11月20日(土)11:00～16:00

ゲスト

みのたんらじお
＆サタワイ もみじまつり

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

タッキー816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 スマホ・パソコンで聴く
ラジオの周波数を
FM81.6MHz
に合わせてください。

箕面・船場にできた新しい広場でクリスマスを楽しもう！
マルシェとラジオの公開生放送で、音楽やアートを発信！

10:30～15:30（予定）
11:00～15:00

企画協力

船場
OTONAマルシェ×ラジオ公開生放送

OTO〈音〉＋A〈ART〉
＝OTONA〈オトナ〉Xmas 

場所：箕面市立船場広場
　     　　 （箕面市船場東3丁目）

イベント公式ページ
https://fm.minoh.net/tackey/1204sembamarche/

よつ葉ホームデリバリー
こだわりの商品
● 野菜・くだもの
● パン
　♪アップルパイの試食あり
● イタリア食材
　ワイン、オリーブ油、パスタ、チーズなど♪ワインの試飲あり
● よつ葉プライベートブランド商品
　菜種油、調味料など
● クリスマス関連
　シュトーレン、クリスマスお菓子セット

マルシェMarché

ステージStage

ラジオ公開生放送Radio

510deli お弁当、お惣菜
KUMU STORE by ETHOS オーガニック輸入食品、飲料
about her. 雑貨、植物
cache cache チーズティー
Flamingo キラキラ小物、ヘアアクセサリー
hirari 布ぞうり
Agu's select shop 輸入服や小物
Pikake Jasmin 幸せになる香水アアラオカラニ、ハワイアン雑貨
クラシックバレエSWAN スマートボール
竜門整骨院 脳が目覚めるアートプログラム体験、心と体の整体お試しコース
La Pain・羊毛雑貨haruru クリスマ用焼き菓子・羊毛フェルト雑貨
ikukIn life 育菌手作りコスメ、育菌商品
pommier*ribbon リボンヘアアクセサリー、雑貨
Blanche Fleur ハンドメイドのアクセサリー・ヘアアクセサリー・雑貨
箕面繊維団地内郵便局

11:03～　リディアダンスアカデミー ダンス
11:20～　箕面市少年少女合唱団 合唱
13:05～　サンクス・エイジング・ゴスペルカンパニー ゴスペル
13:35～　地球から2ミリ浮いてる人たち オルタナポップバンド
14:25～　阪大JAZZ研究部 ジャズ

11:00～12:00　みのたんらじお 【箕面市】
12:00～13:00　よつ葉RADIOrganic 【よつ葉ホームデリバリー】
13:00～15:00　船場OTONAラジオ

「作る人の想いと信頼できる食べものをお届けする」よつ葉ホームデリ
バリーの取り組みをさまざまな視点を通してご紹介します。
自分たちの農場で育てている野菜との向き合い方、生産者の日々の現
場について、また、オーガニック先進国・イタリア
との密接なつながり、地元・箕面市で消費者の
みなさんの元へ商品をお届けしているスタッフ
の活動などをお伝えし、「自然からの恵みである
食べもの」について見つめ直していただけるきっ
かけづくりになるような1時間です。

ラジオ公開生放送 12:00～13:00

よつ葉RADIOrganic ●よつばレディオーガニック

みなさんのお好きな
 クリスマスソングも大募集
詳しくはイベントページまで

新船場北橋

新船場南橋

船場広場

文化芸能
劇場

※時間は変更になる場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、イベントが中止になる場合があります

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/
発 

行

箕面ＦＭまちそだて株式会社
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