
ラジオ・ラブィートの放送・イベントは、下記のみなさまのご協賛によりお届けしています。

エフエムとよた株式会社 〒471-0061　豊田市若草町3-32-8

●愛知県交通安全協会豊田支部
●イルチブレインヨガ 豊田スタジオ
●ＱＶＣジャパン
●グリーンシティ専門店
●and株式会社 
●ジュピターショップチャンネル
●祥安
●焼酎ダイニング豚やろう

（順不同）

●株式会社 鈴高自動車販売
●炭火焼肉 一龍
●大日通信株式会社
●豊田加茂歯科医師会
●豊田市
●豊田市議会事務局
●豊田信用金庫
●豊田スタジアム

●豊田石油株式会社
●慧通信技術工業
●人形の山田屋
●ひまわりネットワーク
●ミュージックバード
●みよし市
●フルハシEPO株式会社
●スーパーやまのぶ

●有限会社エムファースト
●小島プレス工業
●JAあいち豊田
●イマコー保険事務所
●きがる家 豊田本新町本店・豊田美里店・みよし店
●浜松フルーツパーク 時の栖
●浜松フラワーパーク
●竜ヶ岩洞
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4月のタイムテーブル

とよた・みよしで楽人
～後藤ゆか～

EVENT INFORMATION

第100回記念企画展
染型紙の技と美　伝統文様から「かわいい」まで

撮影場所:豊田市民芸館

LOVEAT PRESSは豊田市内の各交流館に設置しています

ラブィート ラジオ パーソナリティ Presents

らぶぃ〜

と

古陶磁研究家で名誉市民でもある実業家・本多静雄氏ゆかりの施設。館内では、手仕事
や民芸品の美しさが鑑賞でき、猿投古窯、挙母木綿など地域とつながりのある工芸講座を
はじめ、数々の講座を開催しています。年3回開催される企画展示とあわせて、ものづくりの
原点である手仕事の楽しさに触れることができますよ。また、民芸館の位置する平戸橋公
園からは勘八峡の四季のうつりかわりを眺めることができ、市外の観光客から注目を集めつ
つある隠れ家的絶景スポットですよ！

豊田市民芸館をご紹介

市内井上町から移築復元した西洋館は、昭和の初めに、実業家
井上徳三郎によって名古屋市から移築され、開墾農場の迎賓館と
して、また居宅として永く使用されてきました。建物の老朽化から西
洋館を取り壊すことになりましたが、市内唯一の明治建築の西洋
館であることなどから、昭和６３年度に民芸館に移築復元されまし
た。平成12年12月に国の登録有形文化財に指定されています。

こんな場所が豊田にあったなんて！わくわくしながら散策を楽しみました。

民芸品の展示やレトロな西洋館など、見所がたくさん。

四季の木々や花を眺めながらゆったり過ごすのもいいですね♪（後藤ゆか）

第三民芸館は「住」のテーマ館として建設され、建物の外
観は鉄筋コンクリート造りで、内部は木造仕上げになってい
て、江戸時代の田舎家風の建築様式を取り入れた建物
になっています。
館内に囲炉裏があり天井から吊るされた自在鉤には鉄瓶

が掛けられています。また、天井は梁が露出していて、畳もヘリの無い「野郎畳」となってい
ます。館内には和室のA展示室と板の間のB展示室があり企画展や常設展を行っています。

第三民芸館

Place Data

住　所 〒470-0331  豊田市平戸橋町波岩86-100 T E L 0565-45-4039
開館日 月曜日（祝日は除く）年末年始 時　間 9：00～17：00

豊田市民芸館

イルチブレインヨガ 豊田スタジオ（独立加盟店）

0565・34・5556ご予約
問合せ

※豊田スタジオのみ利用可。クーポン提示要
※有効期限 2020年5月末日まで
※豊田スタジオのみ利用可。クーポン提示要
※有効期限 2020年5月末日まで

脳ヒーリングヨガ
12周年 サンクスキャンペーン

体と心と脳をリラックス
なりたいワタシになる
体と心と脳をリラックス
なりたいワタシになる

3つの
特典付き

1回  2,000円
初月 1ヶ月フリー 7,000円

オンライン
レッスン スタート

特典内容や入会方法など、詳しくは名古屋グランパス公式サイトをご覧ください。

新規入会受付中！新規入会受付中！

ファンクラブでグランパスをもっとたのしもう！

あなたの応援スタイルに合ったコースをお選びいただき、ファンクラブで
グランパスをもっとたのしんでください！

選べるコースは5種類！

◆ルーキー 
　年会費： 1,000円

◆プラチナ　年会費： 30,000円
◆ゴールド　 年会費： 10,000円
◆レギュラー 年会費：    2,500円
◆キッズ　    年会費： 　2,500円

2020

※表示は全て税込み

詳しくはこちらから▶
※Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPad、米国もしくはその他の国や地域における
Apple lnc.の商標です。Apple Storeは、Apple lnc.のサービスマークです。
※Android、Google PrayおよびGoogle Prayロゴは、Google LLCの商標です。

いつでもどこでも
地域の情報をお届け

お天気情報
沿道・河川カメラ

4 5.

井上家西洋館

4/4 ～中條泰彦先生の干支占い 土 木2020 20206 /4

健康〇 金運◎ 恋愛

健康△ 金運〇 恋愛

健康〇 金運△ 恋愛〇

健康〇 金運〇 恋愛△健康○ 金運金運◎ 恋愛○

健康〇 金運金運〇 恋愛◎ 健康◎ 金運金運〇 恋愛

健康× 金運金運△ 恋愛△

健康△ 金運金運△ 恋愛△

健康〇 金運金運△ 恋愛×

健康〇 金運〇 恋愛〇 健康〇 金運〇 恋愛〇

月～金の毎朝7時20分頃から
「今日の占い」を放送中♪

ねずみ年

たつ年

さる年

とら年

うま年

いぬ年

うさぎ年

ひつじ年

いのしし年

うし年

へび年

とり年　

春爛漫と同時に人生も爛漫の時
期を迎えました。今月・来月、順風
満帆に事は推移いたします。大い
にエンジョイください。

この時期、まだ八方塞（ふさがり）
気味の運気が漂います。それなら
逆に八方美人的な付き合いも必
要悪、許されるでしょう。

当面、運命の女神には見離され
た感じがします。後二カ月は消極
策を取り続けるのが大難を小難
に、小難を無難にいたします。

七夕を迎える頃までは徹底的に
守りに徹しましょう。流行の病気
対策も必要、手荒の励行とマス
クの着用は忘れないように。

この時期運気が強いので何かと矢
面に立たされます。うまくこなせば次
のポジションが暗に約束されます。
持病の再発を警戒。

努力しなくても不思議に運気は
好調に推移します。これ先祖がま
いた積善の結果の証し、たまには
ご先祖様と対話を試みよう。

世間の慣習に逆らうことなく、自分
なりに気合を入れて前進すれば狙
いに間違いはありません。結果は
後から追い掛けてきます。

この時期、主役は人に譲ることで
す。裏方に徹し世のため人のため
に尽くせ。近い将来、あなたが主役
を演ずる時が来ます。

本年では最低の運気の時期と覚
悟し、無理はしない事です。悪い
事は必ず重なって起きます。新型
コロナウイルス感染するな。

この時期、事の成就度を八分から
七分に落とし完璧を願うのが無難
で安心です。おおむね精神面は恵
まれますが金運面は疑わしい。

周りの環境、人的・物的に大きく
変わりやすいのが今の時期で
す。「会者定離」は避けられない
のを実感することもあり得ます。

運気は前の時期を継続し順調
です。できれば来月・再来月の仕
事の前倒しも考えてみましょう。
ただし花粉症には警戒を。

△

△

◎



3/17（火）～5/24（日）
豊田市民芸館　第二民芸館

豊田市民芸館　豊田市平戸橋町波岩86-100
TEL／0565－45－4039　FAX／0565－46－2588
休館日／毎週月曜日（ただし祝日は開館）、年末年始
開館時間／9時～17時　入館料／無料（ただし、特別展は有料）

第100回記念企画展

伝統文様から「かわいい」まで
染型紙の技と美

今月イチオシの番組ご紹介します

ニュース、天気、渋滞情報からアフターファイブを楽しく盛り上げ
るバラエティあふれるコーナーなど硬軟織り交ぜて地元情報を
お届けしていきます♪

この春から毎週水曜日にニューフェイス
成田歩加／後藤ゆか・隔週担当が加わり
さらに中身を凝縮してお届けします！

16：55～
月～金ゆう  らぶ

78.6MHZに合わせる

ラジオで聴く

ラジオ・ラブィートアプリ

スマートフォンで聴く

サイマルラジオ
http://www.
simulradio.info

パソコンで聴く

別途読み込み用のアプリが必要になります。　※ダウンロードには別途通信料が発生します。

ラブィート情報コンテンツフォローすれば番組がもっと楽しくなる！

＠radioloveat786

Instagram

@loveat786

Facebook

@fm_toyota786

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines. Twitter

ひまわり12のデータ放送に合わせる

テレビで聴く
ひまわり12（地デジ12ch）のデータ放送を
通じてFMラジオ放送をお聴きいただけるサービスです。

ラジオ・ラブィートは
各コンテンツからお楽しみいただけます

とよた・みよし市を放送エリアとするFMラジオ

サイマルラジオ 24時間 On Air!!

番組へのご意見・感想をお寄せ下さい。リクエスト曲もお待ちしています！

PCなら「サイマルラジオ」。スマートフォンでもお聴き頂けます♪ E-MAIL
FAX 0565・32・0130ハートスタジオ

（本社スタジオ）

786@loveat.co.jp
TOYOTA・MIYOSHI LOCAL RADIO

April
2020

各番組の情報をチェック♪
ｆａｃｅｂｏｏｋ更新中！ｆａｃｅｂｏｏｋ更新中！

ラブィート
ホームページ

自社制作番組

天気予報

天気予報

7：10
8：20 

12：10
11：10

17：10 
18：10 

13：00～18：00
 （15時を除く毎時5分頃）

MON-FRI

SAT

<ひまわりNW >

<慧通信技術工業>

<ひまわりNW >
<人形の山田屋 >

<JAあいち豊田 >

<豊田信用金庫>

<ひまわりNW >
<ひまわりNW >

<ひまわりNW >

13：00～18：00
 （15時を除く毎時10分頃）

交通情報

交通情報

7：15
8：25
11：15

17：15
18：20

12：15

SAT

<鈴高自動車販売>

<ひまわりNW>

<ひまわりNW>

MON-FRI

豊田市
「ホットニュースとよた 
  モーニング/イブニング/
　ホリデー」
月～金曜日

月～金曜日

土曜日

土・日曜日

7：30～/17：30～　

11：30～

みよし市
「みよしモーニング/イブニングニュース」

8：00～/18：00～
「みよしコミュニティニュース」

15：50～

市政情報番組

7：05
8：15
12：05
17：05

ヘッドラインニュースN
MON-FRI

◆番組は予告なく変更になる場合があります。　　◆災害時は番組を中断して災害情報を放送いたします。　　　◆毎月8日・18時より「みよし市防災ラジオ自動起動試験」

佐野 瑛厘

JAZZ VOCALの夜

ジミー入枝の
ですです

slow life,slow music

アニメ関門
文化学園

花火の星
吉田メロディとすてきな時間

緑もゆかりも
ミュージック

いなべ探望 ホゥ！リーナイト・
フィーバー

康成戸井のラジオな話
Style Lounge

Sound of OasisNatural Woman ELVIS LIVES

大西貴文のTHE NITE

アフタヌーン・パラダイス

プレミアインタビューＬＯＶＥ ＬＩＮＫ

葵 真弓

小林 祥子

プレミアインタビュー
LOVE LINK
総集編

16:55

行天 貴之

安田 基郎（JAZZ） ヒグー（マニアック）
浦田 泉（J-POP） 葉月 怜（洋楽）

evergreen

Morning Community
Morning Stream

ゆう♡らぶ ＜ドライビングゾーン・地域生活情報を元気に発信＞

2:00
2:30
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松田 恵子 杉浦 佳代那須 歩実
7:30

6:55

ホットニュースとよたモーニング

お仕事図鑑

7:55 豊田石油朝オハ　
8:00 みよしモーニングニュース

ひる♡らぶ ＜30代女性をメインターゲットとした生活情報バラエティ＞ あい♡らぶ

11：20 ランチタイム情報 各社
11：30 第1（月） ライフスタイルコーディネーター QVC
12:30 Happy Anniversary 各社

17：00

22:30

ひまわりひろば ひまわりネットワーク

慧通信技術工業

17:30
17:55

ホットニュースとよたイブニング

18:00 みよしイブニングニュース
18:30 第１（金） スタジアムInformation 豊田スタジアム
18:40 部ラボー

第3（金） イルチブレインヨガ 豊田スタジオ
各社

19:00

ラブィート
ミュージックセレクション

9：20 第2・4（火） ふらぁ～っとしてきました　
9：30 （水・木） 豊田スタジアム
10：30 第１（木） 豊田加茂歯科医師会

月1回 出かけよう！グリーンシティ グリーンシティ専門店

N

おでかけスタジアム

8:45 豊田スタジアム（金）おでかけスタジアム　

9:05
再放送

あさ♡らぶ ＜ドライビングゾーン・地域生活情報を中心に発信＞

ようこそ！ひまわりショップ

Glocal Beat ＜アクティブ世代に向けた地域情報番組＞

再放送再放送

月 火 水

水 木

木 金

月 火

月 甲田 陽子火

立花 麻衣水 里中ユウスケ木

月 火

水 木

N

N

おきふる!
おきふる!

楽市・落語22:00 再

鈴木 秀夫＜Pitch-FM制作＞

GOLDEN KAYO ENKA

絶対負けない社長の法則

時 報 7:00 大日通信　9：00 ひまわりネットワーク　10：00 グリーンシティ専門店　18：00 グリーンシティ専門店

おはようサンデー

GOLDEN KAYO ENKA

Brand-New Saturday

JP TOP 20

クラシックの森

ever green～奇跡の星～ 

11：30  ホットニュースとよたホリデー豊田市行政ゾーン 11:50

谷 英樹
月1回 若渚のにっこりタイム！

Ｆｅｅｌｉｎｇｓ AKANE

悠太・麻美の
アニメックスレディオ

河口恭吾ブートラジオ

佐々木 悠太・田中 麻美

「諏訪道彦のスワラジ」 
＜文化放送 超!A&G＋>

Star☆Tのいちについて
よ～いスタート！

ピンクかるかる かるかやさとし

１５：５０～１６：００みよしコミュニティニュース

19：00

18：30

部ラボー（総集編）各社18：05

もとカズと美由が土曜の昼をアゲアゲに
～モミアゲラジオ～ もとカズ＆美由
三好ヶ丘カリヨンスタジオより公開生放送

ユメルのモナリザラウンジ

Star☆T

1:00～トレジャーボトル 1:30～歌って語る歌謡曲

GOLDEN  KAYO-ENKA
3:00～真夜中の訪問者
4:30～サイエンスNOW

ミュージックバード
スリジエstyle
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再放送再放送

再放送再放送

Star☆Tのいちについて
よ～いスタート！

プレミアインタビュー LOVE LINK　総集編

再放送

再放送

MONDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAYTUESDAY

MOMOCO／和久田朱里

13:15 第1・3

11:45 

14:30 

14:00 

鈴高自動車販売

各店
鈴高カーライフサポート

金

ひまわりショップ

This is the world 
カイル・デイゼンブロク

フェイバリットジャニーズ
Chiemi

舟橋 香里

MOMOCO
後藤 ゆか／成田 歩加（隔週）

白石 ゆみ

水

木 金

月

火

TUT-1026 Emiliowl松田 由衣 場違いクラウン月 火 水 木4LIVE22:00

ヒグーラブィート 安田 基郎再放送再放送 月 火
 浦田 泉 葉月 怜ミュージックセレクション 水 木

ＳＡＭ・ＳＡＭ寒いでぇ
～阿波ぁ～？
村っち

21:00

メゾンのべしゃり放題21:30

イマコー保険事務所／JAあいち豊田／各社ラブィートお仕事図鑑

建築家の
アスリートたち

風とシーブス
サンプラザ
中野くんの
Runner2020

きいやま商店
ODAIBA
RAINBOW
STATION

土曜日には彼女を
映画に誘って

サバイバルストリーム
ホーリー＆いっこ中山 彬

空きコマRadio
中京大学 加藤ゼミ

推し活ラジオ
～サブカル女子のひとりごと～

堀田 菜穂子

城之内ミサのPeace of Mind
井上昌己のprecious moment

小山ジャネット愛子Botanica

Resort Winds～from軽井沢～

おはようサタデー
ラブィートお仕事図鑑 総集編

8：00

8：30

イマコー保険事務所／JAあいち豊田／各社
ラブィートお仕事図鑑 総集編 再放送

17：00
17：30

15：00
15：30

ＳＡＭ・ＳＡＭ寒いでぇ～阿波ぁ～？　
登龍亭幸福／微笑亭さん太（隔週）楽市・落語

再放送

23：30
23：00

22：00

22：30

BOOGIE STREET さくら、あいな、らいてぃー

ミュージックフロー

紫音の1step 1week!! 紫音

19：30 紫音の1step 1week!!

再放送空きコマRadio

23：30

23：00
再放送空きコマRadioWANGAN MUSIC

楽市・落語
This is the world

再放送

再放送

6：00

6：30

クラシックの森 都築 和子

悠太・麻美の
アニメックスレディオ

18：00
再放送

由衣のMUSIC GRAVITY
場違い噺
ART OF SILENCE

BOMBASTIC RADIO20：00
20：30

21：00
21：30

再放送

再放送

4 ＬＩＶＥ


