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地域情報

ch

市政情報や地域の話題が満載！

チャンネル「おかざき」

お問い合せ先：岡崎市総合政策部広報課報道係 TEL（0564）23ー6007・6016 ◆都合により番組内容を変更することがあります。

●番組表
時間・番組
45 市政情報763
（FMおかざき）
00 市役所発→情報特急！

8

30 市役所発→情報特急！アーカイブス
00 まちの話題 総集編

9

12

13
14

00 教育番組
00 市役所発→情報特急！
30 市役所発→情報特急！アーカイブス
00 サイエンスチャンネル A ※
30 サイエンスチャンネル B ※
00 市民招待席

16〜18 8～10時の放送内容と同一です。 ※
18

市政情報763
（FMおかざき）

岡崎市がFMおかざきでお送りしているラジオ広報番組「市政情報763」を、岡崎市の空撮
映像に合わせてお届けします。岡崎市からのお知らせやJAZZの紹介、週末のおでかけ情
報など、毎週月曜日～金曜日に日替わりで放送します。

市役所発→
情報特急！

岡崎市がお送りする情報番組です。
「まちの話題」は岡崎発の身近なニュース・最近のト
ピックをお伝えします。岡崎市の施策やミュージアムの企画展、
イベントや人物・団体など
を紹介する「特集」
、市内各地区の魅力を再発見する特集「岡崎まちものがたり」
、文字放送
で話題の行事等をお届けする「お知らせ」
、岡崎市制作の動画など、岡崎の魅力がたっぷり
詰まった30分です。

市役所発→情報特急！

30 この人に聞く（再）

10

7：45〜24：00放送

●番組概要

時
7

CATVミクスへの加入は ℡ 0120-345739 へ 平成29年11月1日現在

00 市民招待席

20〜24 12～16時の放送内容と同一です。 ※
※1～6日の13時、17時、21時からは市民招待席
（議会中継再
放送）
を放送します。

アーカイブス

これまでに「市役所発→情報特急！」でお届けした「特集」や「街ぶらり～岡崎発見隊～」
、
「岡崎市制作の動画」を厳選して再びお届けします。

まちの話題 総集編

岡崎発の身近なニュース・最近のトピックをお伝えする「まちの話題」
。10月に「市役所発
→情報特急！」でお届けした「まちの話題」を、総集編としてお届けします。

この人に聞く

岡崎市内で活動している団体の代表にお話を伺う対談番組です。
（チャンネルミクス
131chで2017年8月～9月に放送したものです。
）

サイエンス
チャンネル A

偉人たちの夢 ： 科学や技術の分野で偉大な発明や発見をしてきた人たち。未知の未来を
夢見て研究を続けた、偉人たちの生涯を紹介します。

サイエンス
チャンネル B

THE MAKING ： 私たちの身の回りにある「モノ」たちのできあがる姿をビデオで追った
「メーキング・ムービー」
。最新の科学技術と伝統の技によって「モノ」たちが作り上げられる
過程を映像でつづります。原料から製品に変わっていく驚きの映像をお楽しみください。

教育番組

岡崎市教育委員会視聴覚ライブラリーが制作・収集した映像教材を基に、暮らしの出来事
や教育文化・伝統産業・歴史・国際交流など幅広いジャンルの中から、大人のかたでもお楽
しみいただける豊富なラインナップでお届けします。

市民招待席

市内で開催された講演会、式典、
コンサート、市議会定例会などをほぼ編集なしでお送りし
ます。
「行きたかったけど行けなかった。
」など見逃した方々に向け、
テレビの前に居ながら
にして様々なプログラムに参加できる機会を提供します。幅広いジャンルから充実のライ
ンナップで毎日3回、
お届けします。

●番組
「市役所発→情報特急！」
・
「この人に聞く」
・
「サイエンスチャンネル」
・
「市民招待席」
番組・コーナー名

放送日

市役所発→情報特急!
「特集」

1〜10日

11〜20日

21〜末日

子美博企画展
「見て作って遊ぼう！ドールハウス展」

市民を守る岡崎消防！

○○ができるまで～岡崎工場見学～

六ツ美中部学区

矢作南学区

特集：岡崎JAZZ November 2015

特集：公共建築について考えよう！

街ぶらり：図書館交流プラザ りぶら

街ぶらり：おかざき自然体験の森 or わんPark

特集：自分のために、大切なひとのために
認知症予防のススメ！

岡崎まちゼミの会 堺康裕氏

市役所発→情報特急!

「岡崎まちものがたり」
市役所発→情報特急！
アーカイブス
この人に聞く（再）
番組・コーナー名

放送日

岡崎商工会議所 青年部会長 加藤雄一郎氏

全日本アーチェリー連盟 強化部長 新海輝夫氏

7〜10日

11〜20日

21〜末日

ソーニャ・コワレフスカヤ

平賀源内

保井コノ

1〜6日

サイエンスチャンネル A

街ぶらり：見どころいっぱい！東公園

偉人たちの夢

THE MAKING

サイエンスチャンネル B

9月議会中継
（再放送）

市民招待席

●教育番組
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

内 容

フリーズドライ味噌汁
ができるまで

ハブラシ・ハミガキができるまで

電車ができるまで

シューアイスが
できるまで

スパゲティ・マカロニができるまで

鋼球ができるまで

日本刀初心者講座

市民大学「広告で社会を明るく
－公共広告の役割と期待－」

岡崎市民公開講座「認知症講演会」

日
11
平成22年度葵中学校研究発表会 ほか
12
平成22年度矢作西小学校研究発表会全体会 ほか
13
ノッポさんのてづくりおもちゃ館1 ほか
14
ノッポさんのてづくりおもちゃ館2 ほか
15
平成22年度竜谷小学校研究発表会 ほか
16
平成23年度広幡小学校研究発表会全体会 ほか
17
平成23年度第39回岡崎のハーモニー ほか
18
平成21年度小学生英語スピーチフェスティバル1 ほか 19
平成21年度中学生英語スピーチフェスティバル1 ほか 20
平成23年度本宿小学校研究発表会 ほか

内 容

ノッポさんのてづくりおもちゃ館3 ほか
ノッポさんのてづくりおもちゃ館4 ほか
平成21年度中学生英語スピーチフェスティバル2 ほか
平成22年度小学生英語スピーチフェスティバル ほか
平成22年度中学生英語スピーチフェスティバル1 ほか
平成22年度中学生英語スピーチフェスティバル2 ほか
平成23年度小学生英語スピーチフェスティバル ほか
ノッポさんのてづくりおもちゃ館5 ほか
ノッポさんのてづくりおもちゃ館6 ほか
平成23年度中学生英語スピーチフェスティバル1 ほか

日
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

内 容

平成23年度中学生英語スピーチフェスティバル2 ほか
平成27年度第52回造形おかざきっ子展 ほか
平成28年度第53回造形おかざきっ子展 ほか
岡崎市史跡・施設等BGM付 ほか
ノッポさんのしつけシリーズ7 ほか
ノッポさんのしつけシリーズ8 ほか
岡崎市周辺地域高等学校BGM付 ほか
豊橋葦毛湿原の植物他BGM付 ほか
長篠の戦い史跡BGM付 ほか
陸上交通機関BGM付 ほか

※今後の番組制作の参考としたいため、番組への御意見、感想などをお寄せください。

<応募方法>次の事項を記載して郵便、ファクス、Eメールのいずれかで。
①郵便番号②住所③氏名④電話番号⑤年齢⑥番組への御意見・感想
（よく見る番組、取り上げてほしい話題など）
郵便：〒444-8601 岡崎市広報課報道係あて ファクス：
（0564）23-6950 E-mail：hodo@city.okazaki.lg.jp
市ホームページにもアンケート・フォームあり。 http://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1302/1316/p015250.html
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