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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

貴重映像から特番までゴローの日にお届け！

野口五郎 50周年記念特集

GWは特番・コンサートが盛りだくさん！

ゴールデンウィークスペシャル！
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島津亜矢 周年記念特集
第2弾

◆ 宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星 ～演歌・歌謡曲情報バラエティ～
5/14（木） 午後5時 ほか

地元・熊本の方言で歌われる名曲から、カバー企画「SINGER」での幅広いジャンルの楽
曲の歌唱など、その歌唱力の凄さから「歌怪獣」とも呼ばれる島津亜矢の歌の世界に迫り
ます。さらに敬愛する北島三郎が手掛けた35周年記念の最新曲もフルコーラスでお届け。
＜歌唱曲＞♪帰らんちゃよか ♪アイノカタチfeat.HIDE(GReeeeN) ♪眦（まなじり）

島津亜矢３５周年スペシャル 後編#185

5/28（木） 午後5時 ほか 小金沢昇司#186

Ⓒテイチクエンタテインメント

◆ 4週連続でコンサートを放送！
5/9（土） 午後5時 島津亜矢リサイタル2008 無双

よる7時 島津亜矢リサイタル2010 挑戦
5/16（土） 

30周年の感謝を込めて "ありがとう" と題されたリサイタルは、かねてより師事をしている浪曲界
の大御所・二葉百合子氏の『一本刀土俵入り』への挑戦、30周年にちなんで企画された約40分
にも及ぶ『怒涛のオリジナル30曲メドレー』、定評のある名作歌謡劇場『瞼の母』のロングバー
ジョン（一人三役）など、見応えたっぷりの内容でお届けします。（2015年10月22日／東京国際フォーラム）

午後5時 島津亜矢リサイタル2015 ありがとうNEW

5/23（土） 
島津亜矢リサイタルの目玉である"名作歌謡劇場"をまとめて放送。
1995年から2008年までのリサイタルの中から名作選をお届けしま
す。一つが20分にも及ぶ長編大作、感動の熱演をご堪能ください。

近松門左衛門原作「心中 天の網島」より 
小春（リサイタル2005 胎動）
菊池寛原作「藤十郎の恋」より 
お梶（10周年記念リサイタル'95 ）ほか

午後5時 島津亜矢　感動！！ 熱舞台名作歌謡劇場NEW

5/30（土） 
好評のカバーアルバムシリーズ「SINGER」と同名のタイトルで、2017年9月に東京オペラシティ 
コンサートホール開催された、島津亜矢初の"演歌を歌わない"コンサート。ホイットニー・ヒュー
ストン、中島みゆき、山口百恵など幅広いカバーに、パイプオルガンによる「マイ・ウェイ」の歌唱な
ど、見どころ満載でお届けします。＜歌唱曲＞♪未来へ ♪アメイジング・グレイス ♪さよならの向う側 ほか

午後5時 島津亜矢　SINGER in 東京オペラシティNEW

よる7時 島津亜矢SINGERコンサート2018

MUSIC JUNCTION

野口五郎  50th Anniversary
『GO ROAD 光の道へ』

◆ 島津亜矢特集 ベストヒット演歌
5/19（火） 午後3時30分 ほか
新旧のヒット曲をミュージックビデオで紹介。
＜紹介曲＞♪帰らんちゃよか ♪眦（まなじり） ほか

5/26（火） 午後3時30分 ほか
吉幾三特集 
ベストヒット演歌
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ザ・スター 野口五郎
1981年にフジテレビで放送された音楽番組。

当時25歳の野口五郎が出演し歌うワンマンスタジオLIVE SHOW。

＜歌唱曲＞♪真夏の夜の夢 ♪序曲・愛 ほか
（フジテレビ放送日：1981年8月5日）

よる7時  #1

＜歌唱曲＞♪甘い生活 ♪氷をゆらす人 ほか
（フジテレビ放送日：1981年8月12日）

よる7時30分#2

＜歌唱曲＞♪朝帰り ♪青春の贈り物 ほか
（フジテレビ放送日：1981年8月19日）

よる8時  #3

＜歌唱曲＞♪君が美しすぎて ♪私鉄沿線 ほか
（フジテレビ放送日：1981年8月26日）

よる8時30分#4

よる9時  

音楽トークバラエティ！

歌謡曲黄金期 feat. 新御三家 A面
5/4（月・祝） よる9時 ほか  #3

歌謡曲黄金期 feat. 野口五郎 B面
5/18（月） よる9時 ほか  #4

MUSIC JUNCTION
LOVERS NOTE
MUSIC JUNCTIONで取り
上げた楽曲をピックアップ。
#3  5/4（月・祝）
#4  5/18（月）

よる9時30分 ほか

50周年記念曲「光の道」制作秘話、
ギタリスト対談、隠れた名曲紹介など
ミュージシャンとしての奥深い世界を
大公開！
最新インタビューを交えて送る
“ひと味違う五郎の世界”。

ゴローの日スペシャル

50

5/6（水・祝） 2020年5月6日、ゴローの日にお送りするスペシャルプログラム。1981年にフジテレビ
で放送された貴重映像と、野口五郎の「今」を堪能する特別番組を連続放送！

＜ゲスト＞
小渕健太郎
（コブクロ）

＜ゲスト＞
コロッケ／高柳明音（SKE48）／太田省一

一つの音楽テー
マから各ジャンル
に精通した多彩
なゲスト陣が熱く
プレゼンし、MC
飯尾和樹（ずん）、コムアイ（水曜日のカンパネ
ラ）が独自の結論を導き出すトークバラエティ！ 



1993年（平成5年）から14年間にわたって放送された、さまざまなジャン
ルの音楽をジャムして（一緒に混ぜて）伝えたNHKの若者向け音楽番組。

あこがれの「名車」と共に素
敵な「音楽」をお送りする、
新感覚の番組。今回の主役
は C H R Y S L E R  J E E P 
WRANGLER UNLIMITED。

ポップジャム

西城秀樹
特集 RCサクセション

SUMMER TOUR ’83 渋谷公会堂
～KING OF LIVE COMPLETE～命日の5月16日は

『西城秀樹の音楽特集』を
ボリュームたっぷりの内容で

お届けします。

／ GWは特番・コンサートが盛りだくさん！／

ベッド・インの
バブルONないと！
#4  5/7（木）ほか

「世界」と「旅」をテーマに
制作された6th Album 
『Touch The World』。ロ
ンドン、LA、NY、サンパウ
ロの文化遺産とも言える歴史あるスタジオを巡り、現地の
ミュージシャン、エンジニアと一緒にレコーディングをした、
さかいゆう。そのレコーディングに密着した軌跡とともに
「さかいゆう」が世界と触れた時、一人のジャパニーズミュー
ジシャンとしてなにを感じ、表現していくのか？！デビュー10
周年を迎えたいま、集大成ではなく、さらに進化する今の一
番カッコイイ彼の「歌」と「グルーヴ」をお届けします。

#1  5/22（木）ほか

#19  5/19（火） 午後5時 ほか

＜セットリスト＞
♪ドカドカうるさいR&Rバンド ♪サマーツアー 
♪雨あがりの夜空に ♪Drive My Car ♪お墓 
♪ねむれないTonight ♪ダンスパーティー 
♪NEW SONG ♪たとえばこんなラヴ・ソング 
♪Oh! Baby ♪誰かがBedで眠ってる ♪ブルドッグ 
♪ブン・ブン・ブン ♪指輪をはめたい ♪うんざり 
♪つ・き・あ・い・た・い ♪スローバラード ♪キモちE

＜出演者＞小沢健二／奥田民生／TUBE／
Puff y／EAST END×YURI
（NHK放送日：1996年6月8日）

#15  5/14（木） よる9時 ほか

＜出演者＞SPEED／藤井フミヤ／Every 
Little Thing／爆風スランプ／黒夢 ほか
（NHK放送日：1996年11月23日）

#16  5/28（木） よる9時 ほか

演歌・歌謡界で活躍する
若手イケメン歌手の秘密を暴く
トークバラエティ番組
“演歌男子が集う会員制のカフェ”を舞台
に、禁断の裏メニューに書かれたDoki 
Dokiの暴露ネタで絶品トークを展開！も
ちろん演歌男子たちの最新曲も披露！さら
に、コーナー「演歌男子。のマイベスト」で
は、演歌男子たちがどうしても伝えたい情
報をランキング形式で紹介します。

ⒸNHK

Ⓒ NHK

RCサクセション絶頂期のライブ映像と呼び声の高い‘83年渋谷
公会堂でのライブをオンエア！その後の日本のロック史に大きな
影響を与えたロックンロール・バンドの頂点の記録を見逃すな！

西城秀樹 ミュージックビデオ特集

CAR and DRIVE 
MUSIC

#40  5/4（月・祝）
#41  5/11（月）
#42  5/18（月）
#43  5/25（月）

深夜0時 ほか毎週月曜

深夜1時

前野健太の
どーして歌は生まれんの
#4  5/4（月・祝）ほか

撮影：島崎信一

Ⓒフジテレビジョン 撮影：田中聖太郎

Ⓒテイチクエンタテインメント

ゴールデンウィークスペシャルゴールデンウィークスペシャル

＜出演者＞
パク・ジュニョン／松尾雄史／青山新

歌謡ポップスチャンネルが贈る
アーティストMV特集番組。

＜プレイリスト＞
♪あいたい　♪晴れた日に、空を見上げて
♪だきしめたい　♪恋衣　♪希望 ほか　

5/27（水） よる7時30分 ほか

林部智史

ⒸNHK

「思い出酒場」「潮風の中」を
テーマに人気演歌歌手が熱唱。

5/13（水） あさ7時30分
#408   （テレビ東京放送日：1997年2月9日）

前川清／中村美律子／渥美二郎

5/27（水） あさ7時30分
#409   （テレビ東京放送日：1997年2月23日）

吉幾三／鳥羽一郎／
石原詢子／真木由布子

五木ひろしが“先生”に扮し、歌の世界のアレコレを熱血指導

五木先生の歌う！SHOW学校

ⒸNHK

山内惠介が「夜霧よ
今夜も有難う」を、ま
た三山ひろしと市川
由紀乃がデュエットで
「愛して愛して愛し
ちゃったのよ」を披露。
＜出演者＞五木ひろし／山内惠介／三山ひろし
市川由紀乃／丘みどり ほか（NHK放送日：2018年3月31日）

行楽の秋・旅情歌謡特選 （NHK放送日：2009年10月13日）
#131  5/1（金） 午前10時 ほか

＜出演者＞五木ひろし／石川さゆり／水森かおり  ほか

人恋しさつのる冬の夜 （NHK放送日：2010年1月19日）
#132  5/2（土） 午後1時 ほか

＜出演者＞吉幾三／加藤登紀子／島津亜矢  ほか

5/16（土）

よる7時30分 ほか NHK歌謡コンサート #20
＜歌唱曲＞♪ブルースカイブルー ♪Everybody Dance
（NHK放送日：2002年7月16日）

よる8時15分 ほか

80年代から2015年までのシングル曲を、ミュージックビデオでお届
け。＜紹介曲＞♪一万光年の愛 ♪黄昏よ、そばにいて ♪蜃気楼 ほか

西城秀樹 ミュージックビデオ特集NEW

よる10時15分 ほか

西城秀樹のオリジナルアルバム曲から選りすぐりのリコメンドトラックを紹介。
西城秀樹アルバムコレクション NEW

よる9時15分 ほか

＜紹介曲＞♪YOUNG MAN（Y・M・C・A） ♪激しい恋 ♪傷だらけのローラ ほか
70年代男性アイドルソング 西城秀樹ベストテン

忌野清志郎50周年記念特集 第2弾

5/2（土） よる8時

＜歌唱曲＞♪海に語りて／パク・ジュニョン 
♪俺の花／松尾雄史　
♪仕方ないのさ／青山新

#3  5/13（水） よる7時 ほか

#4  5/27（水） よる7時 ほか
＜歌唱曲＞♪夕霧挽歌／パク・ジュニョン
♪北の旅立ち／松尾雄史
♪青春プロローグ／青山新

FCAジャパン

さかいゆう Touch The SoulNEW

Ⓒテレビ東京

大鵬薬品スペシャル

三山ひろし×純烈LIVE  
テレサ・テン、市川由紀乃のコンサートもお届け。

5/4（月・祝） 午前11時

野口五郎の番組を3時間連続でお届け。
5/6（水・祝） よる7時

令和に生まれた演歌歌謡曲の傑作を9時間一挙放送
5/8（金） 午前10時
平成を彩った演歌歌謡曲の名曲を9時間一挙放送
5/7（木） 午前10時

島津亜矢のコンサートを2本連続放送。
また「演歌の花道」を6話一挙放送。

5/9（土） 午後5時

髙橋真梨子コンサート2019 MariCovers
さだまさし、八神純子のコンサートもお届け。

5/10（日） 午前11時30分

五木ひろしのコンサートや特番を3本連続で放送！
5/5（火・祝） 午前10時

Ⓒ
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5
[  番組表  ]

月
4・11・18・25

火
5・12・19・26

水
6・13・20・27

木
7・14・21・28

金
1・8・15・22・29

 土
2・9・16・23・30

 日
3・10・17・24・31

6
歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII 懐メロ♪ ドライブミュージック 

※⑥日本のこころ　ふるさとの歌 
6:30～＜歌謡決定版＞ (～9:30)

うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～ 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER

政経マネジメント塾さつま狂句車で旅する歌謡曲
※④オリコン演歌＆歌謡TOP30

うた紀行～懐かしい歌 彩る情景～
※⑤＜歌謡決定版＞ (～9:30)

歩きながらソング
※⑦時代を映す名曲アルバム (～9:30)

日本のこころ ふるさとの歌
※⑧時代を映す名曲アルバム (～9:30) 山日和6:50～ハワイ・ローカルトーク※②⑯いわさき白露

7 オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
※④9:30～インフォメーション

※⑪＜歌謡決定版＞

＜歌謡決定版＞
⑤9:30～インフォメーション

⑲＜特選！ヒット演歌スペシャル＞

車で旅する歌謡曲 60年代 僕たちの青春ソングス 
※⑭＜歌謡決定版＞(～10:00)

60年代 
僕たちの青春ソングス 若っ人ランド 時代を映す名曲アルバム

演歌の花道 わが心の演歌 大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。禁断の裏メニュー」

8 ベストヒット演歌
⑬北島三郎 ⑳城之内早苗 

㉗島津亜矢 USEN演歌ベスト20 
※⑦9:30～インフォメーション

＜歌謡決定版＞
⑧9:30～ インフォメーション 
㉒聴かせて！あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲

ベストヒット演歌
②㉓山内惠介⑯三山ひろし㉚藤あや子
※⑨聴かせて！あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲 (～10:00)

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

9 ベストヒット演歌
⑬藤あや子 ⑳北山たけし 

㉗吉幾三 ※⑥9:30～インフォ

インフォメーション

演歌新曲ファイル
※⑨10:00～インフォメーション 
10:30～ 演歌新曲ファイル(～1:30) 
※⑯＜特選！ヒット演歌スペシャル＞ 

※㉚＜歌謡決定版＞

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
※⑩さだまさしコンサートツ
アー2019　新自分風土記 
11:30～ 高橋真梨子 コン
サート2019 MariCovers 

(～1:30)

10
インフォメーション※④三山
ひろしの徒然日記 (～11:00) NHK歌謡コンサート

※⑤芸能生活５５周年記念『五木ひろしスペシャルコンサート～紅白歌唱全41曲の軌跡～』(～12:30) 
※⑥鳥羽一郎 35周年記念コンサート(～11:30) 

※⑦＜歌謡決定版＞(～1:00) ※⑧＜特選！ヒット演歌スペシャル＞(～1:00)

特選！ ヒット演歌
※④11:00～ 

三山ひろし×純烈LIVE11
④12:30～ インフォ
⑫グラシェラ・スサーナ
半世紀の思いを込めて 
12:30～ 演歌の花道 
⑲杉田二郎50周年記念コ
ンサート ㉖大沢桃子15周年
記念コンサート 
12:30～ 演歌の花道

USEN演歌
ベスト20 

※⑥11:30～吉幾三コンサート　
支えられて４０年 

※⑬＜歌謡決定版＞

⑭聴かせて！
あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲 
㉑㉘＜歌謡決定版＞ 

特選！ヒット演歌
12

演歌新曲ファイル 
※④インフォメーション 
1:00～歌のあとさき 

市川由紀乃 
2:00～市川由紀乃コンサート

2017～唄女～ 
※⑱＜歌謡決定版＞

インフォメーション

1
インフォメーション 

※⑤五木ひろしメモリアルコンサート 70yearsさらなる挑戦 (～3:00) NHK歌謡コンサート
※⑨1:30～インフォ

③㉔きよしとこの夜 ⑰㉛五木
先生の歌う！SHOW学校 
※⑩1:30～八神純子Live キミ
の街へ(～3:30)

USEN
演歌ベスト20
※⑤3:00～インフォ

※⑫＜歌謡決定版＞(～4:30)

特選！ ヒット演歌 
※⑥USEN演歌ベスト20 オリコン

演歌＆歌謡
TOP30 

※⑦＜歌謡決定版＞

ベストヒット演歌 
①㉒原田悠里 ⑮伍代夏子

㉙北島三郎※⑧＜特選！ヒット
演歌スペシャル＞(～4:30)2

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

※⑨演歌の花道

USEN
演歌ベスト20
※⑩3:30～インフォ

①㉒艶歌 -ENKA- <60分> 
⑮㉙ 列車で旅する歌謡

曲 TRAIN and RAILWAY 
MUSIC3 インフォ※④テレサ・テン 

コンサート・ライブ (～4:30) ベストヒット演歌 
⑲島津亜矢 ㉖吉幾三 ⑤五木
ひろしの変な異次元酒場 前編

インフォメーション インフォメーション

4
オリコン

演歌＆歌謡
TOP 30

※④4:30～ザ・スター 森昌子 
6:30～演歌の花道

演歌新曲ファイル 
※⑬㉗＜歌謡決定版＞

USEN
演歌ベスト20
※⑧4:30～インフォ

5:00～＜特選！ヒット演歌
スペシャル＞(～8:00)

聴かせて！
あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲 

※③⑰㉔＜歌謡決定版＞ 

インフォメーション※⑤五木ひろし
の変な異次元酒場 後編(～5:30) インフォメーション

5
きよしとこの夜 

※⑤5:30～鉄道歌浪漫(～7:00) 
※⑲五木先生の歌う！SHOW
学校

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
※⑦＜歌謡決定版＞(～8:00)

②特選！ ヒット演歌 
⑨島津亜矢リサイタル
2008 無双 
⑯島津亜矢リサイタル
2015 ありがとう(～7:30) 
㉓島津亜矢 感動！！熱舞
台名作歌謡劇場(～8:00) 
㉚島津亜矢 SINGER in 
東京オペラシティ

6
列車で旅する歌

謡曲～TRAIN and 
RAILWAY MUSIC

みんなの県民ＳＯＮＧ！ 
⑭大分うた旅情編 
㉑島根うた旅情編 
㉘岩手うた旅情編 ①＜歌謡決定版＞ 

⑮㉙演歌新曲ファイル 
㉒＜特選！ヒット演歌

スペシャル＞ 
※⑧8:00～
列車で旅する歌

謡曲～TRAIN and 
RAILWAY MUSIC

大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。禁断の裏メニュー」

※⑩コロッケ35周年記念コンサート(～8:00)
夜も一生けんめい。 

※③艶歌-ENKA- <30分> 
※⑰僕たちの青春ソングス

7 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

レッツゴーヤング 
7:45～僕たちの青春ソングス ミニ 

※⑤夜も一生けんめい。

大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。禁断の裏メニュー」 
※⑥ ザ・スター 野口五郎

(～9:00) 70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

②MUSIC JUNCTION 
8:00～ RCサクセション　
SUMMER TOUR’83 渋谷
公会堂 ～KING OF LIVE 
COMPLETE～(～10:15) 
⑨島津亜矢
リサイタル2010 挑戦 
⑯7:30～NHK歌謡コンサート 
8:15～西城秀樹 MV特集(～9:15) 
㉓艶歌-ENKA- 
㉚島津亜矢
SINGERコンサート2018 
8:30～ 僕たちの青春ソングス

③演歌男子。LIVE TOUR 
2019「五周年ノ宴」(～9:00) 
⑰由紀さおり 50年記念コン
サート2019(～9:00) 
㉔MUSIC JUNCTION　80
年代女性アイドル伝説 feat.
松田聖子 ㉛BS歌謡最前線

僕たちの青春ソングス
※㉗林部智史 MV特集

8 懐メロ♪ ドライブミュージック 
※④⑤ 列車で旅する歌謡曲～TRAIN and RAILWAY MUSIC

クロスカヴァー・
ソングショー 

※⑦宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

⑩70's80's JUKEBOX  
㉔ザ・スター 松田聖子

(～10:30) 
㉛山内惠介特集 
ベストヒット演歌

9
④⑱MUSIC JUNCTION 

9:30～MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE (～10:30) 

⑪㉕70's80's JUKEBOX 

MV特集 
⑫小田和正 ⑲松任谷由実 

㉖久保田利伸 
※⑤懐メロ♪ 

ドライブミュージック

⑥野口五郎 
50th Anniversary

『GO ROAD 光の道へ』 
※⑬⑳㉗MV特集

ポップジャム 
※⑦懐メロ♪ ドライブ
ミュージック (～10:00)

①㉙僕たちの青春ソングス 
⑮㉒70's80's JUKEBOX(～
10:00) ※⑧懐メロ♪ ドライブ

ミュージック(～10:00) ②10:15～ 
忌野清志郎 MV特集(～11:15) 
⑨懐メロ♪ ドライブミュージック 
10:00～ J-POP ライブラリー 
⑯9:15～ 70年代男性アイド
ルソング 西城秀樹ベストテン 
10:15～ 西城秀樹 アルバム
コレクション(～11:15) 
㉓70's80's JUKEBOX 
㉚ツメ折り！カセットソング

 MV特集 
③米米CLUB 
⑰久保田利伸 
㉛西城秀樹

① リリー・フランキーpresentsザン
ジバルナイト２０１９ (～0:30) 

㉙GOJISAT.ROCK WAVE 2019 
(～0:30)⑭㉑㉘MV特集 

10
※10:30～
70年代男性アイドルソング 
ベストテン 
④沢田研二 ⑱西城秀樹 
※80年代女性アイドルソング 
ベスト20 
 ⑪小泉今日子 ㉕中山美穂

MV特集
※⑤70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

⑥70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～  

※MV特集 
⑬忌野清志郎⑳西城秀樹 
㉗プリンセス プリンセス

レッツゴーヤング 
※⑦ツメ折り！カセットソング 

(～0:00)
⑧MV特集 (～1:00) 

⑮中村あゆみ Rock Alive 
2016 

0:00～ 僕たちの青春ソングス 
㉒X'masスペシャル ポップス

＆ロック 1989ライブ 
0:15～ MV特集

⑩ツメ折り！カセットソング(～0:00) 
㉔10:30～ MUSIC JUNCTION 
LOVERS NOTE 80年代女性

アイドル伝説(～11:30) 
※③⑰㉛MV特集

女性アイドルソング
ベストテン
⑭堀ちえみ 
㉑早見優 

㉘太田裕美11
ツメ折り！

カセットソング
※⑤70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE 

※⑥70's80's JUKEBOX  
※⑳BARBEE BOYS MV特集

②11:15～MUSIC JUNCTION
LOVERS NOTE(～0:15) 

⑯11:15～ 僕たちの青春ソン
グス 11:45～MV特集 

㉓ツメ折り！カセットソング 
※⑨㉚MV特集

ポップジャム ※③CAR and 
DRIVE MUSIC(～0:00) 

※㉔11:30～ MUSIC JUNCTION 
LOVERS NOTE  松田聖子(～0:30)

僕たちの青春ソングス
僕たちの青春ソングス ミニ ⑰㉛MV特集

0 CAR and DRIVE 
MUSIC

懐メロ♪
ドライブミュージック
※⑤松任谷由実 MV特集

J-POP ライブラリー 
※⑥小田和正 MV特集

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ 

※⑦BARBEE BOYS MV特集

MV特集 
※②0:15～MUSIC JUNCTION 

LOVERS NOTE(～1:15)

MUSIC JUNCTION 
0:30～ MUSIC JUNCTION LOVERS NOTE(～1:30) 
※⑰70's80's JUKEBOXシリーズ 

野球選手の歌 
※㉔0:30～ MUSIC JUNCTION 

※㉛MV特集

①しゃべくりDJ 杏子&サンプラザ中野
くん ⑮70's80's JUKEBOX(～1:30)
㉒MV特集 ㉙ツメ折り！カセットソング(～1:30)

1
WOWOW PLUS MUSIC ④⑭前野健太のどーして歌は生まれんの ⑦⑪ベッド・インのバブルONないと！ ㉒㉘さかいゆう Touch The Soul 

※①しゃべくりDJ 杏子&サンプラザ中野くん ※⑫⑲㉖しゃべくりDJ 寺田恵子 ※⑬⑳㉗しゃべくりDJ 諸星和己
※⑥永遠のロッカーたち ※⑧⑱㉕僕たちの青春ソングス ※⑤㉑MV特集

CAR and DRIVE 
MUSIC 

※②1:15～ MV特集
1:30～懐メロ♪ 

ドライブミュージック

⑰野球選手のうた～平成名球界編～ (～2:00) 
㉔MUSIC JUNCTION LOVERS NOTE (～2:00)

㉛MV特集(～2:00)

懐メロ♪ ドライブミュージックぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！

⑥⑳政経マネジメント塾
Digest(2019年度) ⑬㉗郷土劇場

「芸能の広場」 (～2:30)
きらり九州 ゆるっとふわ鉄旅

2 クロ女子白書 OKINAWA MONDE W・
ALKER ハワイ・ローカルトーク Ｕ字工事の旅！発見 さつま狂句 TFG◇WOWOW PLUS MUSIC 

※㉚僕たちの青春ソングス J-POP ライブラリー①⑮いわさき白露㉒㉙山日和◆ハワイ※⑧山日和◆世界ローカル
インフォメーション MV特集

マークは同時に複数の音声を放送している音
声多重の番組です。※番組は深夜3時にて放送
終了します。※番組は予告無く変更、または休
止する場合がございます。予めご了承ください。

特番・新番組
PHS・IP電話のお客様は、
045-522-6648
受付時間：午前9時～午後6時

（年中無休※年末年始を除く）

歌謡ポップスチャンネル カスタマーセンター
おー いいな ミュージック

0570-017-329
https://www.kayopops.jp/

お問い合わせ



番組変更のお知らせ

いつも歌謡ポップスチャンネルをご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による、収録中止・延期の影響で、
5月放送の下記番組が放送休止になります。ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

・大鵬薬品スペシャル「演歌男子。禁断の裏メニュー～Doki Dokiトークを召し上がれ～」＃3～4
・MUSIC JUNCTION＃3～4
・MUSIC JUNCTION LOVERS NOTE＃3～4
・宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星～演歌・歌謡曲情報バラエティ～＃186
・野口五郎 50th Anniversary 『GO ROAD 光の道へ』
・西城秀樹 アルバムコレクション

◆『大鵬薬品スペシャル「演歌男子。禁断の裏メニュー～Doki Dokiトークを召し上がれ～」#3』
2020年5月13日(水) 19:00
⇒『特選！ヒット演歌◆パク・ジュニョン、松尾雄史、青山新ほか』

2020年5月15日(金) 7:30
⇒『わが心の演歌＃1』

2020年5月17日(日) 18:00
⇒『懐メロ♪ ドライブミュージック～北海道編～＃1』

2020年5月20日(水) 19:00
⇒『懐メロ♪ ドライブミュージック～北海道編～＃2』

2020年5月22日(金) 7:30
⇒『わが心の演歌＃2』

2020年5月24日(日) 18:00
⇒『懐メロ♪ ドライブミュージック～北海道編～＃3』

◆『大鵬薬品スペシャル「演歌男子。禁断の裏メニュー～Doki Dokiトークを召し上がれ～」#4』
2020年5月27日(水) 19:00
⇒『特選！ヒット演歌◆パク・ジュニョン、松尾雄史、青山新ほか』

2020年5月29日(金) 7:30
⇒『わが心の演歌＃3』

2020年5月31日(日) 18:00
⇒『懐メロ♪ ドライブミュージック～北海道編～＃4』

◆『MUSIC JUNCTION＃3』
2020年5月4日(月) 21:00
⇒『懐メロ♪ ドライブミュージック～甲信越編～＃1』

2020年5月10日(日) 24:00
⇒『懐メロ♪ ドライブミュージック～甲信越編～＃2』

◆『MUSIC JUNCTION LOVERS NOTE＃3』
2020年5月4日(月) 21:30  
⇒『70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～＃3』

2020年5月10日(日) 24:30
⇒『70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～＃4』

2020年5月13日(水) 23:00
⇒『70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～＃81』



◆『MUSIC JUNCTION＃4』
2020年5月18日(月) 21:00
⇒『懐メロ♪ ドライブミュージック～甲信越編～＃3』

2020年5月24日(日) 24:30
⇒『懐メロ♪ ドライブミュージック～甲信越編～＃4』

◆『MUSIC JUNCTION LOVERS NOTE＃4』
2020年5月18日(月) 21:30
⇒『70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～＃55』

2020年5月24日(日) 25:00
⇒『70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～＃56』

2020年5月27日(水) 23:00
⇒『70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～＃57』

◆『宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星～演歌・歌謡曲情報バラエティ～＃186』
2020年5月28日(木) 17:00
⇒『艶歌 -ENKA- <60分>＃1』

2020年5月31日(日) 8:00
⇒『艶歌 -ENKA- <60分>＃2』

◆『野口五郎 50th Anniversary 『GO ROAD 光の道へ』
2020年5月6日(水) 21:00
⇒『70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～＃56』

◆『西城秀樹 アルバムコレクション』
2020年5月16日(土) 22:15
⇒『西城秀樹 マイ・フェイバリット ヒデキ』

*今後の放送については、
決まり次第、本サイトにてご案内させていただきます。

◆2020年5月23日(土) 14:00～17:00
『オリコン演歌＆歌謡TOP30 #53』
⇒『島津亜矢 感動！！熱舞台名作歌謡劇場』

◆2020年5月23日(土) 17:00～21:00
17:00～20:00『島津亜矢 感動！！熱舞台名作歌謡劇場』
20:00～21:00『艶歌 -ENKA- <60分>＃5』
⇒17:00～19:00『伍代夏子、坂本冬美、藤あや子ほか 涙こぼれる雨の演歌＜歌謡決定版＞』
⇒19:00～21:00『未定』

※放送時間変更番組
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