
Life
in
Fukuoka !

福岡市

大 45ℓ

指定袋（家庭用）

燃えるごみ用

ON AIR 76.1MHz
Catch us weekday mornings from 8:54 to 9:00 on LOVE FM

福岡市で 生活するために 必要な情報や おでかけ情報などを

英語、 中国語、 韓国語、 ネパール語、 ベトナム語で 紹介する 番組です。

ふくおかし

えいご ちゅうごくご かんこくご ご ご しょうかい ばんぐみ

せいかつ ひつよう じょうほう じょうほう

ふくおかし せいかつ やく た がいこくご ばんぐみ

福岡市での 生活に 役に立つ 外国語ラジオ番組

医療・保健
いりょう ほけん

Medical care
and health

イベント

Seasonal
events

決まり
き

Rules and manners

音楽
おんがく

Music

おでかけ情報
じょうほう

Information on
going out

Enjoy your

Life in Fukuoka - Multilingual Radio Program

Information for living comfortably in Fukuoka City and
for going out and enjoying yourself is delivered in five languages 
(English, Chinese, Korean, Nepali, Vietnamese)



Broadcast times 8:54-9:00
Monday :
Tuesday :

Wednesday :
Thursday :

Friday :

 
 

English
Chinese
Korean
Nepali
Vietnamese 

https://lovefm.co.jp/life_in/programs/more

Life in
Fukuoka !

放送時間
ほうそうじかん

番組では こんな情報を 紹介しています！
ばんぐみ じょうほう しょうかい

We look forward to hearing from our listeners!
Share your recommendations for where to go,
introduce yourself, ask questions to our DJs,
and anything else! 

You can listen to programs as a
podcast anytime. We also have a blog.

We’d like to tell you where you can get advice, local information,
and also talk about some rules and manners so that you can enjoy your life in
Fukuoka trouble-free. You can also get information from our videos and pamphlets.

Email to: 761@lovefm.co.jp

ふくおかし し
福岡市からの お知らせ

ぜいきん
税金 について

ふくおか こくさいこうりゅうざいだん

し
福岡よかトピア国際交流財団からの

お知らせ
ふくおかし す

がいこくじん
福岡市に 住んでいる

外国人への インタビュー

TAX

The program introduces information on:

おおあめ さいがい
大雨や 災害に ついて

にほん しょうかい
日本の イベントの 紹介

しょうかいばしょ
DJおすすめの おでかけ場所の 紹介

Announcements from Fukuoka City
だ き

ごみ出しの 決まりGarbage rules
じてんしゃ の ちゅうい
自転車に 乗るときに 注意することBicycle manners

Taxes

Announcements from the
Fukuoka City International Foundation

Interviews with members of
Fukuoka's international community

Heavy rains and disasters

Seasonal Japanese events

DJs' recommendations for going out

げつようび えいご

かようび ちゅうごくご

すいようび かんこくご

もくようび ご

きんようび ご

月曜日　英語

火曜日　中国語

水曜日　韓国語

木曜日　ネパール語

金曜日　ベトナム語

あなたも 番組に 参加しませんか？

あなたの おすすめの場所や DJへの質問、

インタビューコーナーに 出たい など、 メッセージを 待っています！

ばんぐみ さんか

ばしょ

で ま

しつもん

ポッドキャストで いつでも

聞くことができます。 ブログも あります。
き

外国人の 皆さんが、 安心して 楽しく 福岡市で 生活できるように、 困ったときに 相談できるところ や

地域の 情報、 生活の 決まりなどを 紹介しています。 動画と パンフレットで 見ることが できます。

がいこくじん みな

ちいき じょうほう せいかつ き しょうかい どうが み

あんしん たの ふくおかし せいかつ こま そうだん


