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＞期間限定新番組：ラジオドラマ「恋する鳥羽たび」

＞特別番組：三重とこわか国体・三重とこわか大会／交通安全啓発特番

＞ディープな三重の魅力発見「ゆったりと宿籠り。ドはまり率の高いとろんとろんな温泉。」
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湯の山温泉 希望荘



2020年の一年間、三重県では73人が交通事故で亡くなり、そのうち65歳以上の高齢者は39人と全体の
53.4％を占めています。悲惨な交通死亡事故を少しでも減らしたい！そうした思いから、3月、4月の2か月間
に渡って、交通事故防止を呼びかけるキャンペーンを実施します。

自分のため、みんなのため、そして大切な人のため。
私たち一人ひとりが、できることをしっかりやっていく。
それが私たちの未来を作ります。

協力：三重県警察、三重県交通遺児を励ます会、泉ヶ丘保育園

三重エフエム放送株式会社
本社 〒514-8505 津市観音寺町1043-1  TEL059-225-5533  FAX059-227-1890
東京支社 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8 JFNセンター6F  TEL03-3221-0267  FAX03-3239-4626

レディオキューブFM三重の
エリア内人口は
994万人です。
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●Kiitena送付ご希望の方
住所、氏名を明記の上、送料として１部につき84円切手
を同封して、〒514-8505 レディオキューブFM三重
「Kiitena」係までお送り下さい。
●点字タイムテーブルをご希望の方
ハガキに住所、氏名を明記の上、
〒514-8505 レディオキューブFM三重
「点字タイムテーブル」係までお申し込み下さい。

新型コロナウイルス

たまにはテーマを決めてゆったりと宿籠り。
ドはまり率の高いとろんとろんな温泉。

熱血営業コラム

交通安全キャンペーン 2021年春

Kiitena －2021年2月・3月号　タブロイド 版－

隔月 (偶数月 )に発行する「Kiitena( キイテナ )では、レディオキューブのＦＭ三重のパーソナリティによるコラムやLIVEなどの旬の情報、タイムテーブルなどを掲載しています。また地域に根差した情報も記事としてお届けし、より皆様にとって身近な放送局を目指します。

EVENT

営業部 岡川史弥

放送部イッシーからの挑戦！激ムズ7つの間違い探し

人権メッセージ募集

あなたの人権に対する思いを100文字
程度のメッセージにしてお送り下さい。
県民の皆さんへの人権啓発活動の一
環として、レディオキューブFM三重の
コマーシャルやホームページで紹介さ
せて頂きます。

募集期間 : 2021年2月14日（日）まで
対象 : 三重県内にお住まいの方、お勤めの方、通学の方ならどなたで
　　　もご応募できます。
受付方法 : あなたの郵便番号・住所・氏名・電話番号と人権メッセージ
　　　　　をお書きのうえ、葉書、FAXでお送り下さい。
　　　　　そのほか、レディオキューブFM三重のホームページから
　　　　　もご投稿頂けます。匿名を希望される方はその旨明記し
　　　　　て下さい。
送付先 : 葉書 〒514-8505　FAX 059-993-0920
　　　　ホームページ fmmie.jp
　　　　レディオキューブFM三重「人権メッセージ」係
発表 : レディオキューブFM三重のコマーシャルやホームページで紹
　　　介させて頂きます。
発表期間 : 2021年3月31日（水）まで
お問合せ : レディオキューブFM三重 
　　　　　☎059-225-5533（平日 午前9時～午後5時）

備考 : 投稿頂いたメッセージの著作権は、三重県及びレディオキューブFM三重に帰属するものといたします。
　　　メッセージは、自作未発表のものに限らせて頂きます。三重県内の中学校、義務教育学校（後期課程）、特別支援学校に向けても募集案内を行っています。
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公開日 2017.5.5
本記事はOTONAMIEより転載しています

文：福田ミキ（OTONAMIE副代表）

記事全文はWEBで！

otonamie 希望荘

デ ィ ー プ な 　 　三 重 の 魅 力 発 見

①投げている豆の数　②お内裏様の鬼のお面の歯の有無　③お雛様の十二単の色　④三人官女の髪留めの形
⑤五人囃子の持っている升の中の豆の量　⑥随臣の持っているこん棒のとげの数　⑦中央ラジオのアンテナの長さ間違い探しの答え

会場／三重県文化会館・大ホール
開演／14:00
席種・料金（税込）／全席指定
　　　　　　　　一般２,000円、（３０歳以下）１,000円
○問 三重県文化会館チケットカウンター TEL059-233-1122

高橋アキの世界
２/１４（日）

会場／三重県文化会館・大ホール
開場／10:30　開演／11:30
席種・料金（税込）／全席指定 500円（前売り）
○問 三重県文化会館チケットカウンター TEL059-233-1122

ワンコインコンサート
３/１８（木）
テューバ 次田心平

会場／津市久居アルスプラザ ときの風ホール
開場／1３:１５　開演／14:00
席種・料金（税込）／全席指定 800円
○問 久居アルスプラザ TEL059-2５３-４１６１

太鼓と演じる名作童話劇
第２弾「赤ずきん」
３/13（土）

会場／四日市市文化会館　第２ホール
開場／１３：００　開演／１４:００
席種・料金（税込）／全席指定
　　　　　　　　一般３，０００円、高校生以下１，５００円 ※未就学児入場不可
○問 四日市市文化会館 TEL059-354-4501
　レディオキューブＦＭ三重

Yonbun Classic Collection
金子三勇士ピアノリサイタル
２月１１日（木祝）

いつでもどこでも情報が入ってくる今。
常に繋がれるし、繋げられちゃう。本を
読む時間がないと言いながら、気が付け
ばいじっているスマホ。家でも、向き合っ
ているのは家族よりパソコン。便利だ
なーと思う反面、時々思う。「オフライン
になりたい・・・」って。

フロントから、温泉施設がある本館への
移動手段はケーブルカー。このケーブル
カー、自分でお呼び出しするのです。ボタ
ンをポチッと押すだけなので、「ちょっと
すごいエレベーターじゃん」と言ってし
まえばそれまでですが、結構楽しくなっ
ちゃいます。

ボケーっとする時間をむりやり作ってく
れるのが、熱気浴ラドンの泉。地下1500
ⅿより湧き出る源泉を床下全面に張り
めぐらせ、気化する際に出来る低放射線
のラドンを吸入することにより、細胞が
刺激を受け、身体の免疫力や自然治癒力
が高められるという熱気浴施設。
血圧を測った後、作務衣に着替え、専用
ラウンジにて、スタッフさんがくるまで待
ちます。ここでのポイントは、スタッフさ
んが中々来てくれないこと。こういう時、
いじりたくなるスマホはロッカーの中。
ひたすらボケーっと窓の外を眺めます。
スタッフさんから、まずは大浴場 自助の
湯にて身体を温めてくるよう案内があり
ます。
ラウンジに戻り、またスタッフさんが来て
くれるまでボケっとタイムです。思う存
分ボケッとタイムを堪能した頃に、ス
タッフさんがラドンの泉へ案内してくれ
ます。真っ裸で椅子に寝転び、ラジウム
が気化したラドンを吸いこみます（男女

別室）サウナのようなしんどさはなく、じん
わりと心地よい暑さ。出る汗はなんだかさ
らっとした感じ。ホルミシス効果を感じな
がら、気持ちよーく爆睡。ラドンの泉を出た
後は、自由行動。ラドンの泉利用者または
宿泊者のみが使える、湯けむりの里へ。湯
けむりの里内の木漏れ日の湯は、檜風呂
で、県下で最も高いラジウム濃度を誇る源
泉。ここ、驚くほど、お湯がとろんとろんな
のです。浸かった瞬間に、あれ？石鹸つけ
たっけと思うほどぬるぬる。鰻になったよ
うなぬめぬめ。とにかくまとわりつくような
とろみのあるお湯で、お肌がとぅるとぅる
になるのです。この日は希望荘に１泊。最
近ずっとしたかったこと。だらだらごろご
ろしながら、ひたすら漫画をよむこと。
・・・つづきはWEBで

車の運転のお供にラジオを聴いている、営
業2年目の岡川史弥です。みなさんはラジ
オを聴いていてどのような気分になります
か？知らない情報を知れたり、ほぉ～っと
なったり様々かと思います。実は私は入社
するまでほとんどラジオは聴いたことがあ
りませんでしたが、聴いてみると興味深い
もので、アナウンサーの特徴等が知れて面
白かったりします。特に、自分で投稿した
メッセージが読まれると少し恥ずかしいよ

うな、でも嬉しい気持ち
になれます。私は曲のリ
クエストをよくするの
で、採用されると一気に
テンションが上がり、歌手になった気分で
歌います。だからドライブレコーダーが聞
かれるようなことがあると思うとある意味
怖いです。皆さんも一度ラジオへ投稿して
はどうでしょうか？今はラジオへの投稿は
私の楽しみの一つとなっています。

毎週木曜日　16:55～17:00
レディオキューブFM三重
ラジオドラマ「恋する鳥羽たび」

出演／白鳥羽音・山本洋平（鳥羽市観光協会）、
　　　鳥羽旅館組合、鳥羽あこや会、
　　　鳥羽市観光協会　他
ナレーション／向原千草

内　容／昭和50年のみえ国体から46年。三重とこわか国体、三重とこわか大会の正式競技は
　　　　もとより、県内全市町で開催の競技内容を紹介。
　　　　県内の学校、企業に所属する注目選手、各大会で活躍するアスリートにインタビュー。
　　　　目標や意気込みなど、熱いメセージをお届けします。
出演者／出場予定選手・鈴木英敬 三重県知事（予定）・三重県スポーツ協会 村木理事長・
　　　　三重県障がい者スポーツ協会 前田会長
進　行／レディオキューブ アナウンサー ほか

対象番組／「Pick up On Mie-POMie-」、「Radio Flapper」、「ゲツモク！」（※一部コーナーを除く）

会場／三重県文化会館・小ホール
開場／2/１３（土）　開演／18:00
　　　2/１４（日）　開演／14:00
席種・料金（税込）／整理番号付き自由席
　　　　　　　　一般3,000円  (25歳以下）1,500円
○問 三重県文化会館チケットカウンター TEL059-233-1122

青年団「眠れない夜なんてない」
2/13（土）・2/14（日）

(c)igaki photo studio

会場／三重県文化会館・大ホール
開演／14:00
席種・料金（税込）／全席指定 1,000円
○問 三重県文化会館チケットカウンター TEL059-233-1122

総文レコーディング・アーティスト
シリーズ vol.5
３/２１（日）
ピアノデュオ ドゥオール リサイタル

(c)篠塚ようこ

期間限定
新番組

夫馬 くみ

リポーター夫馬くみです！
実はこのお仕事まだまだ4ヶ月目の新米
なんです。生放送に毎回ハラハラドキド
キ！でも家族や友人が「聴いてるよ!」と連
絡くれることが嬉しくて私の生き甲斐な
お仕事です！
ママ2年目でもあり育児も仕事も全力で
楽しんでます！
全ての環境に感謝です！

リポーター紹介

「CHOICE」内
14:30～「MIEリポート」担当

Photo y_imura

3/19（金）　13:30～ 15:55
2021年 三重が熱い！
三重とこわか国体・三重とこわか大会 がんばれアスリート！ 

特別番組

観光協会スタッフとしての頑張る “羽音”
と “洋平” との恋物語を縦糸に・・・。
鳥羽の魅力をちりばめたラジオドラマ。
旬の鳥羽の話題もお届けします。
“会いたくなる” “行きたくなる” “鳥羽に
恋する旅”・・・『恋する鳥羽たび』！

2月11日（木・祝）のレディオキューブは、まるっと一日90年代！CDバブル、ウォークマン、
カラオケボックス、小室ファミリー、第二次バンドブーム、トレンディドラマ、ディスコ、渋
谷系、着メロ、アムラーetc・・・。90年代は、まさに日本音楽産業の最盛期。当時を懐かし
む話題・情報と共に、元気な時代の、元気な音楽でエールを届けます！プレゼントも！

人気アイドルグループSKE48の三重県出身メンバー
井田玲音名さんと、レディオキューブアナウンサー
宮原えりかが、三重県の交通安全を訴える特別番組第
三弾。県内で交通に関わる様々な人へのインタビュー
を交え、安全安心な三重を実現するための情報をお届
けします！ 井田玲音名（SKE48）

©2019 Zest,Inc.
宮原えりか

吉村英夫 HoSoVoSo 宮原えりか

2/14（日）　18：00～18:30 
JA共済 presents 目指せ！Safe Driver 
～みんなで作ろう安全安心な三重～ Vol.3

2/11（木・祝） 
タケガワ塗装・タケガワふれあい動物園presents 
That's 90s～90年代は音楽の宝箱～

出演／井田玲音名（SKE48）、宮原えりか

「交通マナーが悪い」「ルールを守らない」そんな三重県は嫌だ！
安全安心な三重県を目指して、私たちと一緒に、考えよう！

まるっと一日90年代！

出演／吉村英夫、HoSoVoSo、宮原えりか

一年で最も寒い2月、リラックスを促し、心が温かくなる・・そんな時間を届けたい。 薪ス
トーブのリアルな音などを流しながら、出演者がおうちでくつろいでいるような雰囲気の
なか、心がほっこりするお話をゆったりと紹介します。紹介するお話は、出演のお二人の
こころに残っている音楽、映画、出版物や応募者の作品集のほか、事前にリスナーから募
集した“心が温かくなる話”をピックアップします。

2/23（火・祝）　13:30～15:55
レディオキューブホリデースペシャル
日本エレクトロニツクシステムズ株式会社presents 
おうちでほっこり。

おうちでほっこり


