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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
●鈴高自動車販売 （順不同）

●炭火焼肉 一龍
●大日通信
●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

●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
●スーパーやまのぶ
●焼肉ホルモン東郷
●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
●はままつフルーツパーク 時の栖
●とよたハウジングガーデン
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6・7月のタイムテーブル

ラブィートお仕事図鑑

PROGRAM PICK UP
This is the world
地元サポート大作戦
テイクアウト&宅配メニューを紹介！
撮影場所:豊田市街

LOVEAT PRESSは豊田市・みよし市の公共施設等に設置しています
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健康〇 金運× 恋愛

健康〇 金運△ 恋愛

健康◎ 金運〇 恋愛〇

健康〇 金運◎ 恋愛◎健康○ 金運金運○ 恋愛○

健康〇 金運金運△ 恋愛〇 健康〇 金運金運〇 恋愛

健康◎ 金運金運〇 恋愛〇

健康〇 金運金運〇 恋愛◎

健康× 金運金運△ 恋愛△

健康〇 金運△ 恋愛△ 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　

夏至を迎えた頃から人生は大きく変わ
ります。これ人生のターニングポイン
ト、時の流れ、人からの助言に素直に
従うならば失敗はありません。

コロナウイルス騒動もとりあえず第一
波は終了です。実質的にも心理的に
も取り残した日々 の回復に全力投球を
してください。七夕頃までには目安を。

何かと“先手必勝”が背中を大き
く押します。早く事の吉凶を推察
して人より早く進退を決めれば負
けグループには入りません。

今年の夏場は例年とは違い発想の大
転換、静かにかつ沈黙を守り続けるの
が無難で安泰です。何事も一歩下がっ
て裏方に徹するのが合っています。

この夏前半は運気に可もなく不可
もなく潤いがありません。平平凡凡
に時が過ぎるのみです。立秋を迎え
た頃から吉事が出始めます。

コロナウイルス騒動からの完全脱
出を急ぎましょう。それには心のケ
アが一番、第一に劣らず大事な
のは金銭的損失のカバーです。

この夏場、不思議に平穏無事に
過ぎそうです。来るべき多忙な秋に
備えて頭と体の充電に心がけま
しょう。資格試験に挑戦は吉です。

不思議な現象“棚からぼたもち”を経
験する事があります。これ、あなたの
先祖がまいておいた種です。先祖
に感謝しましょう。

この夏運気は安定しています。夏
場の有終の美は間違いなく飾れま
す。万事人と共に心を合わせて行
うべきで自分一存は貧乏くじです。

過去の“情けは人のためならず”の
結果が見事に戻って来ました。お
蔭で双方ともに今は幸せです。余
力のあるとき奉仕活動に尽くそう。

この夏、年内では運気は最低級まで
落ち込みそうです。まず「健康管理は
自己責任」の実践です。無理に行動
起こしても運気には逆らえません。

小事は吉、大事は凶と割り切りま
しょう。最盛期の六分・七分の出
来で満足すれば無難です。持病の
再発にはくれぐれも注意しましょう。

◎

△

△

※Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPad、は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 PlayおよびGoogle Play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

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。
※有効期限 2020年6月末日まで
※豊田スタジオのみ利用可。

※有効期限 2020年6月末日まで

今だからお得に個人レッスン♪

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

参加費 3,000円

オンライン
コースもあります

マンツーマン体験会

インタビュアー

平野幸子
（カイロプラクター）

アドバイザー

今田宏一
（イマコー保険事務所 代表）

再放送: 月～金曜日 17:55～17:59

豊田市・みよし市を中心に事業展開し、「社員の元気さと明る
さを向上させる取組み」や「地域との交流」、「社員食堂での
ヘルシーメニューの提供」など、健康経営の取組みを実践し
ている企業の経営者のみなさまに曜日ごとテーマを設けてお
届けするインタビュー番組。「健康経営」の輪を広げて、「元
気な地元」そして、さらなる「経済発展」に貢献していきます。

豊田市・みよし市を拠点に事業展開を行う企業様の「お仕
事」に密着！ 毎日（月）～（金）の各曜日テーマを設けてお届け
するインタビュー番組。地元企業が手掛けるオシゴトの魅力や
SDGｓの取り組みをラジオ・Web・SNSで発信していきます。

TUT-1026

豊田市茶業組合
組合長 藪押通之さん

豊田市豊栄町のお茶畑に来ています。すご
く広々としていて気持ちいいですね。
とても広くて、見える範囲で5ヘクタール
です。すべてのお茶を手で摘むとコストが
合わないので、茶摘みは乗ったまま刈れる
機械で行うのですが、高級なお茶や品評
会に出すお茶は、手で摘みます。
最近、とよた茶をペットボトルで見たりするので
すが、豊田ってお茶づくりが盛んなのですか？
いま茶業組合に22名います。豊田市のお
茶づくりは花園町で、文化・文政のころか
ら始まったと聞いています。豊栄町は、
60年くらい前から始まりました。先人たち
の苦労で、昔よりもより品質の高いお茶が
取れるようになったので感謝しています。
お茶っていつ頃が収穫時期なのですか？
八十八夜(5月上旬)から始まって、豊栄町
から花園町、住吉町、上郷、高岡、藤岡、
下山と続けて2カ月以上かけて行います。
他の時期はどんなことをしているのですか？

TUT

TUT

TUT

TUT

TUT

TUT

TUT

藪押

藪押

藪押

藪押

藪押

藪押

藪押

×LOVEAT農
地元農業応援番組

インタビュアー

ゲ　ス　ト

暇そうに思えるかもしれませんが・・・(笑)、お茶摘
みは年に1回ですが、そのあとの管理が大変で、
肥料だとか草取りとか、夏に伸びた芽を刈ったり
して、本当に暇な時が少ないです。
僕少し気になったのが、黒い布がかかっているの
ですが・・・
これは魔法の黒いシートです(笑)　旨味甘みが
増して、美味しいお茶に仕上がります。
やっぱり出来立てのお茶って違いますか？
違いますね～！感動しますね。疲れが飛びますね。
お茶の木って一度植えたら何年ももつのですか？
うちで一番長いお茶が40年～45年ですね。
収穫し終わったら、丸坊主にして秋に刈り揃えて
春を待つといった感じですね。みなさんがたく
さん飲んでいただければずっと続けていけます
ので、ぜひ「豊田のお茶」を飲んでください！

提供：イマコー保険事務所

月～金曜日

第1・第3週

6：55～6：59

再放送: 日曜日 11:00～11:29【総集編】土曜日 8：30～8：59

インタビュアー

ＴＵＴ－１０２６

豊田市・みよし市で農業に
取り組む地元農業家のみ
なさんを“野菜大好きミュー
ジシャン”ＴＵＴ-1026がマ
イクを握って自らの足で訪
問。手がけている農作物
への想いや農業の魅力や
今後の展望などを根ほり
葉ほり聞いていき、農業の
素晴らしさを伝えていくラジ
オドキュメンタリー番組。

提供：JAあいち豊田

最終週

松田恵子

那須歩実第2・第4週

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▶



今月イチオシの番組ご紹介します

アメリカ合衆国カンザス州出身、豊田市在住。大学卒業後、来日。英会話教師
の傍ら、お笑いの道を志し「ワハハ本舗」にて活動。現在は、豊田市内で英語
教育の講師を務めつつ、タレントとしてもTVCMやモデル等で活躍中。

This is
   the world

カイル・デイゼンブロク

サイマルラジオ 24時間 On Air!!

番組へのご意見・ご感想をお寄せ下さい。メッセージ・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

June・July

19:30（月） 熱血！おしえて！なかざわ先生！  アニーグローバルエデュケーション

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

おしゃべり
ひょったん

Midnight Comoesta 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 伶（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

ラブィートお仕事図鑑

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

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～週間ラジオマガジン

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／中澤 理（月2回）

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 伶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

再放送

空きコマRadio

23：30

23：00
再放送空きコマRadio推し活ラジオ

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

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

番組でご紹介して、リスナーと共有・応援していこう！という企画です。ぜひこのキャンペーンを活用して、お店を元気にしてください！

お店の情報を募集しています！！

豊田市・みよし市・周辺地域のお店　※担当者より確認の連絡をさせていただきます

お申し込みフォームは、ラジオ・ラブィート公式ホームページ「NEWS」から
※費用はかかりません

対象

申込み

テイク
アウト ＆ 宅配

メニュー を紹介！

世界はどうなってるの？面白い海外ニュースやトピック
などを紹介！ そして、テーマに合わせておすすめの音楽
もお届けします！ This is the worldを聴けば自分の世
界が広がるかも！

6:30～7:00
土曜日再放送

14:30～15:00
金曜日

お得なセット販売や
商品やサービスなどなど！
あなたのお店の
今、教えてください！

#テイクアウトとよた

#豊田 #みよし #地元サポート大作戦

#豊田エール飯


