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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。

詳しくは https://www.wizradio.jp/

iPhoneをお使いの方は「App Store」から。
Androidをお使いの方は「Google Play」から。
※NTTドコモ「スゴ得コンテンツ」会員の方や、
　SoftBank「App Pass」会員の方にもお使い
　いただけます。

アプリのダウンロードは無料！
レディオキューブの番組を
日本中どこにいても楽しむことができるラジオアプリ

「WIZ RADIO」は、レディオキューブはもちろん、参加している全国39の
ラジオ局で放送中の番組を無料で聴くことができるほか、オンエアされた
楽曲をアプリ上で試聴できたり、レコチョクからの購入もできます。
また、番組ポッドキャストなど、オリジナルのオンデマンドコンテンツも
お楽しみ頂けます。

「WIZ RADIO」

全国のFM局のラジオ番組をエリアフリー・無料で楽しめるラジオ・プラットフォーム

特集 開局35周年「マイクロフォンの向こう側」

代田和也の音楽コラム Vol.1

LIVE & EVENT

Kiitena －2020年6・7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、地域に根ざした情報を記事としてお届けします。またレディオキューブFM三重のパーソナリティーによるコラムやLIVEなどの旬の情報、タイムテーブルも掲載して、より皆様にとって身近な放送局を目指します。

音楽アプリで好きな曲を検索すれば、高い
確率で聴くことができる。一方、車などで
ラジオを聴いていて、自分の好きな曲が流
れたとき、音楽アプリで聴くときとは別物
とも感じるあの嬉しさはどこからやってく
るのだろう。デジタルやオンライン化が推
奨される現代、ラジオの魅力について普段
は見えない地元FM局の現場を取材した。
午前6時。レディオキューブFM三重（以
下、FM三重）に到着すると午前7時30分
からの番組ポミーのパーソナリティであ
り、FM三重の局アナの清田のぞみさんが
生放送の準備をしていた。ニュース原稿
やリスナーからのTwitterやメールを
チェックしながらも楽しそうな表情の清
田さんはいつも明るい印象。自らをキヨン
セと呼び、生放送中も大きな声で笑うなど
リスナーを爽快な気分にさせる。
休日の過ごし方を訊ねると、アクセサリー
を作ったりYoutube用の動画を編集する
という。
清田アナ：右脳派と呼んでください！
ハキハキと応える清田さんに「生放送は緊
張しないですか？」と聞くと「人一倍のあ
がり症です」と意外な答えが返ってきた。
清田アナ：徒競走で「位置に付いて、用意、
ドン！」の「位置に付いて」の時って緊張す
るじゃないですか。同じような感覚で本番
直前は緊張するので深呼吸します。よ
しっ！って声を出すこともあります。いつも
と違うスキームで放送するときはスイッ
チャーをさわる手が震えることもあります
よ。
そう話し終えると本番のためスタジオへ。
生放送が始まればいつも通りの明るい声
が響く。リスナーから「声を聞いて元気に

なった」といってもらえるのが何より嬉
しいと清田さんはいう。
ポミーの放送が終わるころ営業部の社
員が出社。元ラガーマンという若手の営
業、佐竹敢太さんに仕事のやりがいを
聞いた。

佐竹さん：売上の数字を上げることは
大切ですが、なにより多くの人と繋がる
のが好きです。大学でメディアについて
勉強をしたので将来は番組制作もした
いです。
番組作りにスポンサーが欠かせないラ
ジオ局にとって、前向きな佐竹さんは若
きフォワードのような存在。

そんな社員を束ねる丹羽勇社長は、
パーソナリティやリスナーに伝えたいこ
とがあるという。
丹羽社長：パーソナリティはリスナー
の一人ひとりに寄り添って「絆」を作っ
て欲しい。またFM三重はコマーシャル
だけでなくイベントも行っていて参加さ
れる人の笑顔が印象的です。今は開催
がままならないですが、再会を心待ちに
しています。地域の皆様へ開局35周年

の感謝をお届けしたいです。

開局当時を知るアナウンサーの瀧裕司
さんが珍しいものを持ってきてくれた。
当時はオープンリールをハサミで切って
番組を編集していた。いわゆる映画など
で「カット」と使われる語源でもある。
スタジオに戻ると、月～木曜の夕方ワイ
ド番組ゲツモク！のパーソナリティであ
り、局アナの代田和也さんが番組の準備
中。ロック、ポップ、ダンス系など幅広い
音楽の知識を持つ代田さんに、ラジオを
聴き始めたきっかけを訊ねた。
代田アナ：実家は長野県の田舎で、祖
父母が農業をしていて牛もいました。中
学生のとき、自分が好きなパーソナリ
ティが掛ける曲に憧れながらラジオを
聞き、山の向こうにある楽しそうな都会
の世界を想像していました。
ゲツモク！は代田さんセレクトの音楽、
日替わり情報発信、生活情報などコンテ
ンツが多彩。代田さんの優しい口調と
ロックな選曲が多いというギャップも楽
しく、幅広いリスナー層に支持され安定
感のある番組だ。
アナウンサー歴は約10年目の代田さん
だが、今でも就寝中にこんな夢を見ると
いう。それは生放送中にマイクで話して

公開日 2020.6.4

文・村山祐介（OTONAMIE）
写真・井村義次

写真たっぷりのWEB版記事はこちら

o t o n a m i e  マイクロフォンの向こう側

あなたが好きなアーティストは誰で、い
つ、どこで出会いましたか？
音楽と出会える場所は沢山ありますよ
ね。例えば、ライブ会場、テレビ、雑誌。そ
れに加えて今は、SNS、動画サイト、サブ
スクと、色んなツールがあります。
ラジオもその中のひとつではあります
が・・・ネット上では新しい情報や音楽
が日々猛スピードで更新される時代。ラ
ジオが音楽を届ける意味とは？そんな
自問自答をよくします。
ただ、その度に思い出す、これまで私が
ラジオで経験した、偶発的、奇跡的、そし
て運命的な音楽との出会い。ほかのメ
ディアにはない「ラジオと音楽」の関係
性。そんなお話しを、私の昔話を交えて、

この紙面で語らせていただきます。お楽
しみに。

清田のぞみの “つくる” Vol.1

TOPICS いま、ラジオを聴く人が増えています

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。

5/6（水･祝） THE ALFEE
THE ALFEE Best Hit Alfee 2020 春の夢
会場／三重県文化会館・大ホール　開場／16：45　開演／17：30
席種・料金（税込）／全席指定 7,700円　立見指定 7,700 円
備考／6歳以上有料。お子様のご入場に関しましては、周囲の
　　　お客様へ最大限のご配慮をお願いいたします。
○問 三重県文化会館チケットカウンター、レディオキューブＦＭ三重

公演延期

振替日程 ： 7/17（金）
会場／三重県文化会館・大ホール
開場／17：45　開演／18：30
※開場開演時間が変更になっておりますのでご注意ください。
※会場の変更はございません。
※払い戻しにつきましては、公式ホームページをご確認ください。

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）

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。

新型コロナウイルス

つくる。私は、思い返すと昔から図工や
美術が好きで、何かをつくり出すことは
好きな方です(出来は置いといて)。趣味
は、アクセサリーや小物作り、また
YouTubeでの動画配信ものんびり更
新中。つくるって楽しいし、達成感や満
足感も得られます。が、 “ときどき”
ちょっと面倒なのはここだけの話。
さて、４月からスタートした番組「Pick 
up On Mie～POMie!～(ポミー )～」
では、パーソナリティの野木ちゃんと一
緒にぬり絵を作りました。コロナ禍の外
出自粛に伴い、皆さんに少しでも楽しん
でもらえたらという思いで番組ブログ
に掲載しているので、興味があったら挑
戦してみてください。(印刷するの、

ちょっと面倒かもしれないけど…)

塗り絵はHP内番組ブログにて
ダウンロードできます

音楽をラジオで放送するスタジオの風景

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。

FAX

【清田 のぞみ 】
担当番組
・Pick up On Mie～POMie!～(ポミー)～
  7：30～8：55
・WeekendPalette (金)
  17：00～18：55　他

きよた

【代田 和也】
担当番組
・ゲツモク！ (月)～(木)
  17:00～18:55　他

しろた かずや

新型コロナウイルスの報道が続き、心
が疲れてしまった人も少なくないよう
です。そんな時にはラジオ！生ワイド番
組やニュースでは、最新の情報をリアル
タイムでお伝えしています。リスナーか
ら届くメッセージやリクエストにお応え
できるラジオは、そっとあなたの心に寄
り添いながら情報をお届けしています。
そして、コロナ禍において「巣ごもりＢＧ

Ｍ」としてラジオを聴いて下さる方が増
えました。
ＦＭ三重の制作現場では、「いただく
メッセージが増えた」など早くも実感し
ています。外出自粛、在宅勤務など家に
籠る時の「気分転換」として、少しはお
役に立てているのではと思うと嬉しい
です。「radiko（ラジコ）」の全国調査に
おいても、昨今の聴取状況の調査にお

いて、ユニークユーザー（radikoを訪れ
た人）・聴取時間共に増えていて（前月
比約110～120％）、いずれも過去最高
を記録しています。
コロナ禍の中での価値を再認識してい
ただけたラジオ。「radiko」ならスマホや
ＰＣからラジオが楽しめます。
もちろん無料です。 

清田のぞみアナウンサー

代田和也アナウンサー

も声がモニターから聞こえない、つまり
ラジオで自分の声が流れていないとい
う夢。実は入社したてのころ、実際に起
きた。
ラジオ局では、無音の状態が一定時間
続くと自動で音楽が流れる仕組みに
なっている。トラブルが起こった当日は
局内にアラート音が鳴り響いた。
人は思いがけない強い衝撃を精神的に
受けると「また起こるのではないか」と
不安になる。しかし仕事や暮らしなど
日々の日常を積み重ねることで、時間が
徐々に不安を拭い去ってくれることもあ
る。

スタジオで本番中のパーソナリティをガ
ラス越しに眺めた。夕方の約2時間に及
ぶ生放送を代田さんは機材の操作、
Twitterやメールのチェック、そして
トークを一人で同時進行している。番組
終了後「すごいですね」と声を掛けると
「地方の小さなラジオ局なんで」と笑顔
で話した。
コミュニケーションにおいてSNSが最
先端のメディアだとすれば、ラジオは
パーソナリティを通じてマイクロフォン
の向こう側にいるリスナーと心が繋が
る普遍的なメディアだと思った。そして
人口がそれほど多くない地方のラジオ
局は、人と人とが繋がりやすい。今日も
スイッチをオンにすれば、いつものあの
人の声がラジオから流れている。そんな
時間にホッと安心するのは、ラジオ局か
らリスナーへの想いが届いている証拠
なのかも知れない。


