＜広島市青少年センター ロビー活用プロジェクト （もぐら Caféーなごみのラジオカフェ♪）＞

ミニ FM-STATION（Season2）

「お聴きのラジオは、ミニ FMRADIOSTATION、
FM AKI WAVE JACK です。周波数 85.0 メガヘルツで
広島市青少年センター中２階ヤングフェスタ 2019 サテラ

ヤングフェスタ 2019 特別号
イト

イトスタジオよりお届けしています」

MINI FM RADIO STATION（FM85.0MHz）

こういっちゃんのなごみのラジオカフェ♪

FM

ヤンフェス SP! オンエアレポート（カフェだより）

(ｴﾌｴﾑｱｷ ｳｴｰﾌﾞｼﾞｬｯｸ）SINCE 1985

「なごみのラジオカフェ♪」の様子をお伝えする FREE PAPER（カフェだより）、今回は
2019.3.10（日）ヤングフェスタ 2019 会場（中２階旧青少年グリル・サテライトスタ
ジオ）にて行われた５時間３０分の公開生放送の様子と当日の会場の様子のレポです

bunndeno

AM10:00～

オープニングトーク

大爆笑!

AM10:40～

元・青年語り合う!PART1
「映画この１本！」

会場はまだ閑散とした中で静かに放送がスタート。今日の放送プログ

ﾐﾆ映画祭?

ラムをお知らせしたあと、ヤングフェスタ２０１９実行委員（山岡実

際
DJ こういっちゃんと作田明恵さんの「元・青年コンビ」が語り

行委員長・小山館内部部長・十河バザー部部長

合うコーナー。PART1 ではヤンフェスで開催されていた「わかも

遠野ホール部部長）をスタジオにお招きし生イン

の映画祭」にちなんで語り合い。映画が大好きな作田さんから

タビュー。まず、山岡実行委員長から前日のヤンフ

は「シュリ(1999 年・韓国)」をご紹介。
「アクションと音楽のか

ェスの様子を振り返っていただいたあと今日の主
なイベント、さらに各部の部長より各コーナーのイベント等紹介して
いただきました。ちょっとした言い違えや聞き違えがその後の爆笑ト
ークのきっかけとなり、スタジオは一気に明るい雰囲気に…。その流
れの中、この日のアシスタントの作田明恵さんがプチもぐら Café（手
づくりパンと飲み物販売）について笑顔いっぱいでご紹介。なおこの
時間に限らず、ヤンフェスのイベント情報告知や内容変更・中止のお
知らせ、サークル紹介等情報発信もラジオを通じて逐次行いました。

っこよさ、そして南北問題を背景に繰り広げられる男と女の恋
愛と人間愛…切なくて深くて、考えさせられる作品です。」と作
品のパンフレットを見返す瞳がうるんでいらっしゃいました。
DJ こういっちゃんからは「小さな恋のメロディ(1970 年・イギ
リス)」を紹介。「幼い恋心を抱く２人には理解できない大人た
ちの押しつけの考え、その大人たちの世界では当たり前の、身
分の違いなど関係なく生き生きと関わりあうこどもたちの友情
や恋愛…その純粋さと美しいロンドンの街並みが印象的な作品

PM12:00～

なごみあれこれｺｰﾅｰ

です。」
いつもより多く

多めに

コーナーでは映画のサントラも紹介。作田さんからは「花様年

休憩がてら聞いて下さるお客さんや、お声をかけて下さる方とのやりと

華（香港）を、DJ こういっちゃんからは「小さな恋のメロディ」

りも増えてきた時間。そんな中、普段の放送では２～３通ずつご紹介し

をそれぞれ紹介し,数曲おかけしました♪

ているこのコーナーもヤンフェスということでちょっと多めにご紹介。

「花様年華」（サントラ）より
♪周慕雲對白(Mo-wan’s dialogue)

・コーヒーとケーキを時間のある時に食べてる時、
喫茶店に行ってる時（匿名希望 さん・３０代）
・わたしの住んでいるご近所に白いポメラニアン

ちいたん

♪Yumeji’s Theme（夢二のテーマ）

ってどん

♪中國戯曲-Zhuang Tai Bao Xi

こんなに熱く語
り合う時間にな
るなんてね（笑）

「小さな恋のメロディ（サントラ）より

（略して白ポメちゃん）が散歩している姿をみか

なゆるｷｬﾗ

けるとき。とってもかわいい白ポメちゃんなのです

なんでし

♪若葉のころ(First Of May)

（もふもふ さん・５１歳）

ょう…？

♪先生を追いかけろ(Teachers Chase)

・好きな物を食べながら友達とお話をしている時、
日常のことや仕事のこと…いろいろ（匿名希望 さん・２０代）
・ゆるキャラちいたんの動画を見てなごんでます(笑)
あと、犬猫の動画も…。（こじまい さん・３４歳）

・歩いていて野良猫と目があった時。ウインクするとた
まに目をパチパチしてくれるネコさんがいるとなご
みます（やまちゃん さん・？歳）
・ゆるキャラちいたんの動画を見てなごんで

PM1:40～

あなたのﾚｺｰﾄﾞ

PM12:20～

聞かせて下さい!

ﾐｷﾃｨのなんでもﾀｲﾑ

ミキティさんは普段のもぐら Café に出入りされてらっしゃる現役
の若者。イラスト・小説・歌…多才でクリエイティブな彼女は今回

何と放送当日３日前に決定した「ほぼほぼ飛び込み」コーナー。昭
ご自身が執筆された脚本を元にラジオドラマに初挑戦。今回演じた
和の曲をジャンルを問わず１曲ずつ紹介しながら、げんたさんこと
作品はまだ完成形ではなく、これから進化を遂げていくようです。
野村伸治さんと DJ こういっちゃんがその曲やアーティストのエピ
続いてアカペラで TRF の EZ DO DANCE
ソード等、2 人それぞれの思い出とともにアドリブのかけあいでく
を熱唱♪普段のラジオカフェ♪で
りひろげ、曲を流すとその歌手が当時やっていた振りつけを 2 人し
時々行われるソロボーカルライブと
て DJ ブースでノリノリで踊ったり、歌ったり…げんたさんご持参
変わらぬ、よく通る美しい歌声が
のターンテーブル（レコードプレーヤー）を不思議そうに見るお子
昼下がりの会場に広がりました♪

頑張って挑戦しました

さんとこれがレコードなんですか？と質問をされる若いお母さん、
このあたり→
げんたさん秘蔵のレコードのジャケットを手に取り「なつかし～の
～」「この歌流行っとったんで～」と、一緒に

PM2:10～

来られてたご家族に誇らしげに話すご年輩…

「たいやきくん」

元 ・ 青 年 語 り 合 う !PART2
「青少年ｾﾝﾀｰ今昔・未来へ」

まじめに
語り合い

昼下がり、笑いと老若を問わずのお客さん

の次にｼﾝｸﾞﾙﾚｺｰﾄﾞ

との沢山のコール＆レスポンスで大盛り

売上第 2 位はぴん

DJ こういっちゃんと作田明恵さんの「元・青年コンビ」が語り合

上がり大会となったこのコーナーは当初

からﾄﾘｵの曲なん

うコーナー、PART2 では 1980 年代～1990 年代の２人の青少年セン

の予定だった 40 分から 20 分延長しました。

ですよ（げんた）

ターでの当時の活動を懐かしく振り返りながら、今に続く若者の活

＜おかけした曲＞

動の拠点としての青少年センターの存在意義や今青少年センター

♪もしもピアノが弾けたなら（西田敏行）

で活動されている若者たちに私達 OBOG ができることは何か？少し

♪およげ！たいやきくん（子門真人）

真面目に語り合い。DJ こういっちゃん所蔵の

♪気になる女の子（メッセンジャーズ）

1986 年と 1991 年のセンターでの若者の活動

♪１７才（南沙織）

の様子を収めた音源をお届けしてコーナーを

♪イルカにのった少年（城みちる）
確かぴんから兄弟に

♪男の子・女の子（郷ひろみ）

なる前なんですよね

♪めざめのカーニバル（榊原郁恵）

(こういっちゃん)

♪マンダム～男の世界（ｼﾞｪﾘｰｳｫﾚｽ）

締めくくりました。
当時の館長さんの言葉に感涙
＜お届けした音源＞
♪FM AKI「ナマナマ 16 時!」1986 年 1 月 18 日放送分
（「成人の日の集い(1986 年 1 月 15 日)

バザーコーナー」取材）

♪WAVE JACK「広青連クリスマスパーティー」1991 年 12 月放送

PM2:40～

ウクレレミニ LIVE♪

優しい音色♪

分（「青少年センター今中館長（当時）開会のあいさつ」より）

DJ こういっちゃんが趣味のエレウク（＝エレキウクレレ）で弾き語
りをするミニ LIVE♪」この半年間「なごみのラジオカフェ♪」でお
届けした曲の中から 4 曲ピックアップして弾き語りしました。

今日のなごみ曲♪ﾔﾝﾌｪｽ SP!

BGM♪

ついでに

♪明日へのマーチ（桑田佳祐）
♪秋でもないのに（本田路津子）

♪

いつもの「なごみのラジオカフェ♪」では「今日のなごみ曲」を
毎回 2 曲お届けしています。この半年間でお届けした「なごみ曲」

♪ひといきつきながら（山本彩）
の中から、2018 年 8 月・10 月・2019 年 1 月・2 月にお届けした
♪3 月 9 日（レミオロメン）
曲をおかけしました（以下、お届けした時間と曲目です）。
最後にヤンフェスにちなんで、若者の頃（アマ
チュア時代）青少年センターホールのライブでも
歌っていたであろう、そして現在 50 歳の DJ こういっちゃんが中学時

「なごみのラジオカフェ♪」ではみなさんのサー
10:30～♪カナリア諸島にて(NIAGARA Song Book 30th edition)
クル活動やイベント、活動後レポをご紹介しま
♪Summer Breeze(NIAGARA Song Book 30th edition)
す。お問い合わせはセンター職員さんまで！
13:30～♪ニューヨーク・シティ・セレナーデ（松宮幹彦）

代から今もずっと大ファンでもあるこのアーティストの曲でミニ
♪この素晴らしき世界（松宮幹彦）
LIVE♪を締めくくりました。
14:30～♪The Girl Is Mine(M&M’s)
♪イメージの詩（吉田拓郎）
♪Human Nature（榊原大）

3 時 20 分～

大団円！

エンディングトーク

←ｲﾝﾀﾋﾞｭｰのひとコマ。画像左から、
5 時間半の生放送の締めくくりに、今回のヤンフェス SP!スタッフと

DJ こういっちゃん、作田明恵さん

今回実施するにあたりお世話になった方々にインタビューをしながら

そして DJ こういっちゃんとともに

無事に放送を終えることへの感謝のあいさつをさせていただきました。

かつてミニＦＭラジオの DJ を

※スタッフ＆お世話になった皆様は以下の欄に記載しています。

していた佛崎誓冶氏と増田幸治氏

ラジオ以外の

プチもぐら café

こちらも盛況！

会場各コーナーの様子

作田明恵さんの手作りパンと

活動紹介（展示）コーナー

飲み物を各 100 円、数量限定

・なごみのラジオカフェ♪

でご提供。
「いろんな味の

・もぐら café

パンがあるんですね～。」と

・1980 年代～1990 年代の青少年センターの活動

お客さん。時間とともにじわ

毎月第 3 土曜日の午後から青少年センター館内で行っている活動や
じわと売れていきました。
昔のセンターの活動について、チラシや写真でご紹介。
「ふだんもラ
ジオやりよってんじゃ～」「もぐら café って普段はワークショップ

会場の風景いろいろ…

もしよるんじゃね～」
「この写真に写っとるの、あんたら（＝DJ こう

←会場準備（試験放送中）のひとコマ
午後のひとコマ→

いっちゃん・作田明恵さん・げんたさん）の若い頃かいのう」等々
（笑）、お客さんから多く

ラジオに耳を傾ける人、

の関心の声が…。

飲み物を買う人、座ってくつろぐ人…
様々な人が立ち寄り思い思いの形で過ごされていた会場でラ
ジオや販売・展示を通じて「なごみの場」をご提供しました。

当日会場の入口に掲示した「なごみのラジオカフェ♪」の看板。もぐ

<Special Thanks to>

ら café の常連さんのお一人、ちあきさんの手作りです。お願いして作
っていただいたイラストがお客様をほっこりおでむかえ…素敵ですね

日会場で作って下さりました。素敵なイラストが入口を
作田明恵さん（もぐら café/企画・準備・当日アシスタント
DJ・プチもぐら café 担当）

野村伸治（げんた）さん（もぐら café/当日サポート・コーナー担当）
・山ちゃんさん（もぐら café/
当日サポート）・ミキティさん（もぐら café/当日コーナー担当）・藤井ちあきさん（もぐら café/
入口看板作成）増田幸治さん（元 FM AKI/WAVE JACK/当日ラジオ受信状態チェック）・佛崎誓冶さん
(元 WAVE JACK/当日ラジオ受信状態チェック)ヤングフェスタ実行委員の
みなさま（山岡さん、小山さん、十河さん、遠野さん/当日インタビュー）

インターネットでも「なごみの

「みずとり」さん/「カッターズ」さん/「海賊船」さん（以上ヤンフェス

ラジオカフェ♪」

イベント/サークル活動 PR 用紙のご提出）・青少年センター職員のみなさま

番組内コーナーの紹介や募集等の

（実施にあたり物心ともに様々なご対応の数々）

ご案内、
「ミニ FM-STATION」の

…そして、当日スタジオにお越しくださったみなさま・

バックナンバーも閲覧できます。

青少年センター館内設置ラジオで聴いて下さったみなさま…etc.

本当にありがとうございました！

「広島市青少年センター
なごみのラジオカフェ♪」
で検索を!

ミニ FM-STATION（Season2）ヤングフェスタ 2019 特別号
発行人:「DJ こういっちゃん」こと野上弘一 (Mini FM Radio Station 「FM AKI WAVE JACK」代表)
「なごんで なごんで ひといき入れて…また歩き出そう、広島♪」

