
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。

災害からの教訓を忘れるな！！
～防災をみんなで考える～

地震に
ついて

① ②災害に
ついて

ＫＩＺＵＮＡ

エフエムとよた株式会社 〒471-0061　豊田市若草町3-32-8
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●ＱＶＣジャパン
●グリーンシティ専門店
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●祥安
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●豊田加茂歯科医師会
●豊田市
●豊田市議会事務局
●豊田市消費生活センター
●豊田信用金庫
●豊田スタジアム
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●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
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●豊田市駅前通り南開発
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健康◎ 金運〇 恋愛

健康〇 金運◎ 恋愛

健康〇 金運〇 恋愛◎

健康〇 金運× 恋愛〇健康× 金運金運△ 恋愛△

健康〇 金運金運〇 恋愛〇 健康〇 金運金運△ 恋愛

健康〇 金運金運△ 恋愛△

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△ 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　

立秋（8/7）を迎えた頃から運気は一転に
わかに落ち込み今年では最低級です。新
しい計画は全て先延ばしか中止が無難で
す。持病の再発にはくれぐれもご用心。

前回に引き続きコロナウイルス対応に
は他の干支（えと）よりも敏感になってく
ださい。「三密」の徹底遵守、ウイルス
侵入させない心の結界を作りましょう。

秋を迎えて大きく心境の変化、環境の
変化が見られます。これらは大きな時の
流れ、逆らうことはできません。まさに「女
心と秋の空」がこの世を支配します。

８月中運気は順調に推移しますが、９月
に入るとさほど芳しくありません。大事な
事は８月に集中して実施してください。
いぬ年と組めばいい事がありそうです。

立秋（8/7）を迎えて８月９月、運気は今年
で最高潮に進行します。今年一年では最
大の行事、この期間に集中させれば追い
風も吹きます。交際費の増大を警戒。

８月中はぱっとしませんが９月上旬に入
りますと運気は不思議に尻上がりに上
昇に転じます。うまくいけば立冬
（11/7）頃までも続く気配が濃厚です。

可もなく不可もなく平凡にこの時期過ご
せれば大成功です。“大欲は敵”と心得、
この残暑厳しい時期も乗り越えましょう。
“健康管理は自己責任”の言葉戒めて。

８月７日、歴の上で立秋を迎え次の立冬
（11/7）を迎えるまでの３か月間、実に平
凡な毎日が過ぎ去ります。得点を取るこ
とも減点されることもない日々 でしょう。

今月から来月に向かって、どんな分野でも
活躍には難しい面があります。むしろ減
点されなければ上々のできばえです。へ
び年と組めばいいことがありそうです。

一切表には出ず裏方で静かに過ごすの
が向いています。主役は相手に必ず譲
り、縁の下の力持ちに徹しましょう。“世の
中持ちつ持たれず”と思えば間違いなし。

運気は好調、思惑通りに進展します。この
時期、敵は心の中に住むもう一人の私で
す。安易な道や方法を選んで妥協したり
すれば運気を台無しにしてしまいます。

何かと行動を起こすに８月中は小吉、９
月中は吉と割り切りましょう。それ故に８
月は準備の期間、９月は行動の期間と
割り切れば大過は一切ありえません。

△

◎

△

防災ママかきつばた、どんなグループでしょうか？

乳幼児や小学生を子育て中のママたちのグループで、30
名くらいメンバーがいます。主に5～10名で防災に関する
活動をしていて、豊田の市民活動団体にも登録していま
す。実は、私が京都出身で、阪神・淡路大震災の時の怖さが
トラウマになっていました。その後、京都から愛知に引越し
て、結婚して子どもができ、南海トラフ地震が漠然と怖いと
思っていたのですが、友達から誘ってもらい「防災ママカ
フェ」に行き、実際に東日本大震災に被災した方のお話な
どを聞いて、子どもどころか、自分自身も守れないと思った
ことがきっかけで、このグループを立ち上げました。

どうやって立ち上げていったのですか？

せっかくなら地元（西三河）でイベントを開催したいと思っ
たので、友達に声をかけて。徐々に輪が広がっていき、マ
マ向けの防災セミナーを開催しているのですが、講師の方
を呼んでの講演会を開いたり、行政さんと一緒にワーク
ショップを行っています。

講師としては、どのようなことをお伝えしているのですか？

親子に対して、私たちが実際に行っている日頃の備えにつ

松田 いて紹介しています。例えば、普段使っているリュックの中に少し便
利な防災グッズを持たせたりとか、「お子さんを守るために、安全
なスペースを作りましょう」ということで、寝室や廊下などに大きな
家具やガラス製の写真立てを置かないように勧めたり、リビング
など普段いる場所のテレビを固定したり、落下物を防ぐ工夫など
を紹介しています。ほんのちょっとした防災意識が大事だと思います。

これから、どんなふうに活動していきたいですか？

いまメンバー6人が資格を持っていますが、さらに3名が資格を
取るので、より勉強して活動して続けていきたいです。また、
SNSで地域を越えてのつながりがあるので、全国で防災に取り
組むママたちの応援をしていきたいと思います。

応援しています。ありがとうございました。

※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

2020年 Ｊ1ホーム
ゲーム試合日程

ラジオラブィートでは「GRAMPUS BEAT」
で名古屋グランパスホームゲームを
ラジオラブィートでは「GRAMPUS BEAT」
で名古屋グランパスホームゲームを 実況中継！！

2020明治安田生命J1リーグ ホームゲーム

会  場 豊田スタジアム4 521 パロマ瑞穂スタジアム763

3

1 8月23日（日）
9月5日（土）
9月9日（水）
9月19日（土）
9月26日（土）
10月10日（土）
10月14日（水）

18:00 キックオフ
18:00 キックオフ
19:30 キックオフ
17:00 キックオフ
14:00 キックオフ
14:00 キックオフ
19:30 キックオフ

川崎フロンターレ
鹿島アントラーズ
横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸
清水エスパルス
セレッソ大阪
北海道コンサドーレ札幌
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6
7

4
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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

体が硬い方も男性もOK少人数制・丁寧・安心体が硬い方も男性もOK少人数制・丁寧・安心
体×心×脳 健康のカギは…腸!?

※豊田スタジオのみ利用可
※有効期限 2020年8月末日まで
※体験コース（レッスン／
エネルギーチェック／相談2,000円

体へのアプローチで
心と脳の健康
リズムを整える

【ラブ リンク】

収録を終えて

月～木曜日 9:00～9:05
金曜日 10:00～10:55、
日曜日 8:00～8:55

活動すること、想いをカタチにすることは特別な
ことではなく、気持ちさえあれば誰でもできるこ
とだと思います。防災はみんなに共通するもの
もあれば、オンリーワンのものもあります。「それ
ぞれの立場で考える、行動する、それが大事。」ひ
とりのママさんから教えてもらった気がします。

総集編

防災ママかきつばた
代表

LOVE LINK

高木一恵さん

interviewer

エフエムとよた  ラジオパーソナリティ

松田 恵子

とよた・みよしで活躍する
さまざまな方にお話を伺います地域に密着し、地域を愛する

ラジオ局ラジオ・ラブィートが
地域の魅力をお届け♪

高木

松田

松田

高木

松田

松田

高木

高木

東日本大震災以降、熊本や千葉、大阪北部など全国各地で
大規模な地震が発生。さらに岐阜や三重といった周辺地域を
はじめ、全国各地で過去に経験のない豪雨により甚大な災害
に見舞われるなど、災害対策との必要性が高まっています。

　　南海トラフ巨大地震の発生や豪雨災害等に対

応すべく、防災意識を再度高め、地域・各家庭での

対策を進めていただく為のアドバイスなど、防災に役

立つ情報をお伝える番組です。

災害に備え、エフエムとよたでは

期間中に「考えるコーナー」を放送します！

ラジオ・ラブィート防 災 番
組

2020年 9月1日（火）～11日（金） 各ワイド番組内



ラブィート ラジオ パーソナリティ Presents

らぶぃ〜

と

今月イチオシの番組ご紹介します

GRAMPUS BEAT 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

August・
September

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」 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
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

名古屋・豊田・みよしをホームタウンにもつプロ
サッカークラブ「名古屋グランパス」のJ1リーグ
ホームゲームを実況中継する番組、それが
「GRAMPUS BEAT」です！

グランパスのレジェンド「ドラガン・ストイコビッチ」氏が監督

に就任した2008年からスタートし、今年で12年目を迎える当番

組は、2010年のJリーグ初優勝の歓喜の瞬間や、2016年

のJ2降格など、いい時も悪い時もファン・サポーターの皆さん

と共に名古屋グランパスを熱く熱く応援してきました。

今シーズンも、番組開始当初から実況を務める、折出けん

いち、尾平晃一、そして、愛知のサッカーを見続けてきた

レジェンド・城山喜代次さん、日本サッカー協会の技術委員も

務めた渡辺訓兆さんの解説で、躍動する名古屋グランパスの

プレー、そして勝利の瞬間をリスナーのあなたにお届けします！

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

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 各社

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＞

MONDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAYTUESDAY

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
成田 歩加

白石 ゆみ

水

木 金

月

火

TUT-1026 第1・3週 Mai
第2・4週 福澤孝博松田 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・骨盤スポーツカイロPelvis／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

B-FINE第2・4（木）  We’ll B-FINE18:47
第3（金） イルチブレインヨガ 豊田スタジオ19:00

GOLDEN KAYO ENKA

絶対負けない社長の法則

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

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

SATURDAY SUNDAY

IKKOのちょっとちょっと聞いて♡
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・骨盤スポーツカイロPelvis／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

Happy Anniversary12:30
再放送B-FINE

各社

We’ll B-FINE13:20
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Place Data

住　所 〒470-0373　愛知県豊田市四郷町森前187番地 T E L 0565-46-2225

ＪＡあいち豊田 猿投選果場

市内の畑から集めら
れた

新鮮な梨は、ベルトコ
ンベアーに

乗せられていきます。

豊田・みよしの梨は、7月下旬から12月中旬までバラエティ豊かな品種を

出荷しています。ぜひ地元産の梨の美味しさを体感してみてくださいね♪　

運ばれてきた梨は

スタッフさんが

キズをチェック!

奥に見える光センサーで果実を
傷めることなく瞬時に計測されたあと
自動選別され、等級ごとに箱詰められ、
皆さまのお手元に届けられます。

JAあいち豊田

猿投選果場に

行ってきました♪


