
       番組                         時   時 特別番組放送 音楽会 祭     録画放送    場合  

     月      火      水      木      金      土      日 
    

          小浜 若狭 高浜  
    情報 文字      

          小浜 若狭 高浜  
    情報 文字      

          小浜 若狭 高浜  
    情報 文字      

          小浜 若狭 高浜  
    情報 文字      

          小浜 若狭 高浜  
    情報 文字      

          小浜 若狭 高浜  
    情報 文字      

          小浜 若狭 高浜  
    情報 文字      

  

    情報 文字 

        広域放送         広域放送         広域放送 

    情報 文字     情報 文字 

          広域放送 
            

    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 

  
    情報 文字     情報 文字     情報 文字     放送 各市町 

        広域放送         広域放送         広域放送     情報 文字 

    
    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 

          広域放送 
          

    情報 文字     情報 文字     情報 文字 

        広域放送         広域放送         広域放送 

    
    放送 各市町 

    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 
    情報 文字 

  
    情報 文字     情報 文字     情報 文字 

水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    

    

    情報 文字 

        広域放送         広域放送         広域放送 特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

    情報 文字   
    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 

     
    情報 文字     情報 文字     情報 文字 

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

  
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
     

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

  

    情報 文字 

    情報 文字     情報 文字     情報 文字     情報 文字     情報 文字     情報 文字 

     

        広域放送         広域放送         広域放送 特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

          広域放送 
          

    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 

     
    情報 文字     情報 文字     情報 文字     放送 各市町 

番組案内 番組案内 番組案内 番組案内

特別番組
若狭高校合唱     

   時間  分

特別番組
若狭高校合唱     

   時間  分

番組案内

  

水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    

     

    情報 文字 

    情報 文字     情報 文字     情報 文字     情報 文字   

     

        広域放送         広域放送         広域放送           広域放送 
          

    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 
    情報 文字     情報 文字 

     
    情報 文字     情報 文字     情報 文字     放送 各市町 

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

    情報
 制作 福井        

  
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
    情報

 制作 丹南        
     

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

    情報
 制作 嶺南           

  
初回        
      広域放送 

初回        
      広域放送 

初回        
      広域放送 

特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

    情報 文字     情報 文字 

     
    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 

初回          
 広域放送         

          広域放送 
          

    情報 文字     情報 文字     情報 文字 

        広域放送         広域放送         広域放送 特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

     
    放送 各市町     放送 各市町 

    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町     情報 文字     情報 文字 

  
水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    

        広域放送         広域放送         広域放送 

特別番組
    大火勢    

   時間  分

特別番組
    大火勢    

   時間  分

          広域放送 
        

          広域放送 
             

    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 

  
    情報 文字     情報 文字     情報 文字     放送 各市町     放送 各市町 

        広域放送         広域放送         広域放送     情報 文字     情報 文字 

     
    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 

          広域放送 
        

          広域放送 
          

    情報 文字     情報 文字     情報 文字 

        広域放送         広域放送         広域放送 

     
    放送 各市町     放送 各市町 

    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

    情報 文字     情報 文字 

  
水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    水位情報 降水    

        広域放送         広域放送         広域放送           広域放送 
        

          広域放送 
             

    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町 特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

特別番組
平成 若狭 振 返  

 平成  年   年 
  時間

  
    情報 文字     情報 文字     情報 文字     放送 各市町     放送 各市町 

        広域放送         広域放送         広域放送     情報 文字     情報 文字 

     
    放送 各市町     放送 各市町     放送 各市町     情報 文字     情報 文字 

          広域放送 
        

          広域放送 
          

          小浜 若狭 高浜 
     情報 文字      

          小浜 若狭 高浜 
     情報 文字      

          小浜 若狭 高浜 
     情報 文字      

          小浜 若狭 高浜 
     情報 文字      

          小浜 若狭 高浜 
     情報 文字      

    
    放送 各市町     放送 各市町 

          小浜 若狭 高浜 
     情報 文字      

          小浜 若狭 高浜 
     情報 文字          

  


