
＜広島市青少年センター ロビー活用プロジェクト （交流スペース すきっぷ♪はうす）＞ 
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今日のすきっぷ♪はうす 

 

(ｴﾌｴﾑｱｷ ｳｴｰﾌﾞｼﾞｬｯｸ）SINCE 1985 

Mini FM Radio Station（FM85.0MHz） 

FM 

 

オープニングトーク 

 

 

 

 

 

ｾﾝﾀｰｲﾍﾞﾝﾄ・ｻｰｸﾙ情報 

ウクレレミニミニ LIVE♪ 

 

  

ミニ FM-STATION（Season3） 

Vol .40 (2022.11 月号) 

DJ こういっちゃんの なごみのラジオ♪  

オンエアレポート 

なごみのラジオ♪をお届け 

している FM AKI WAVE JACK 

が 11 月 16 日で開局 37 年を 

迎え、冒頭にごあいさつを 

いたしました。 

 

DJ こういっちゃんが趣味のエレウク（＝エレキウクレレ） 

で気ままに弾き語りする LIVE♪ 

「お聴きのラジオは Mini FM Radio Station 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 

交流スペース すきっぷ♪はうすよりお届けしています」 

「1980 年代半ば、音楽シーンだけでなく、様々な意味で社会現象

となり時代を席巻した集団アイドルグループ、おニャン子クラブ

のメンバーだった河合さんのソロシングル。リリース当時高校生

だった私はアイドルに興味がなく、おニャン子クラブのブームに 

引き気味でしたが、今回弾き語りをするに 

あたりあらためて聴いたところ、爽やかな 

メロディーに切ない歌詞を物憂げに歌う河 

合さんのボーカルや秋らしいモノトーンの 

落ち着いたファッションがとてもマッチ 

していました。とても素敵な曲だったことに気づきました。」 

広島市青少年センターだより(Youth Center News 11 月号・12

月号）より「青年教室キャリアアップセミナー キラリ発見!～

自分史ワーク(当日：11/27、参加締切：延長して受付中・抽選)」

「プロのアナウンサーに学ぶアナウンス講座（当日：12/11・

12/18・11/25 の全 3 回、参加締切:12/4・先着順）」「高校生国 

際理解セミナー(当日：12/11、参加締切： 

12/9・先着順)」「オンラインこねら Café～ 

ともだちネット～ふわふわシフォンケー 

キ～(当日：12/3、参加申込締切：11/28・ 

先着順)」のお知らせをしました。  

FM AKI WAVE JACK 開局 37 年ということで開局した 1985 年

11 月にリリースされ、色づく秋にちなんだ曲として河合そ 

の子さんの「落葉のクレッシェンド」を弾き語りしました♪ 

PART1 ではすきっぷ♪はうす読書会担当の明恵さんより、11 月

17 日で 4 周年を迎えた読書会について、お礼のごあいさつを 

されたあと、今月のオススメ本をご紹介。 

 

 

 

 

「1980 年代、1990 年代そして現在にわたりバックアップし

て下さる青少年センターの職員さんやセンター利用者さんや仲

間たち、そしてリスナーのみなさん…多くの方々のささえがあ

ればこそ今もこうしてラジオをお届けできている、と思ってい

ます。みなさま本当にありがとうございます。これからも青少

年センターの主催事業として、センターの情報発信そしてセン

ターやすきっぷ♪はうすの雰囲気づくり等に少しでもお役に立

てるよう、ラジオをお届けできれば…と思っています。あらた

めてよろしくお願いします。」 

              

                    

「キラリ発見！～自分史ワーク～は申込期限を延長して募集中！ 

高校生のみなさん、自分発見してみませんか？」 

「交流スペース すきっぷ♪はうす」でお届けして

いる「なごみのラジオ♪」の様子をお伝えする FREE 

PAPER。今回は 2022.11.19 のオンエアレポです♪ 

 

 

 

 

 
 

 

PART2 では次回の告知。「次回は 12月 17 日です。久々にワー 

クショップを開催します。すきっぷ♪はうすはクリスマスの飾

り付けを行い、みなさんのお越しをお待ちしています。」 

の記念日があります。」詳しくは 11 月のチラシをご覧下さい。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

「あっという間の丸 4 年、手探りで始め 

て、こうやって続けることができたのも 

読書会に参加して下さっている方やこう 

いう場を与えて下さった青少年センター 

の等みなさまのお力のおかげと思っています。今日は FM AKI 

WAVE JACK 開局 37 周年ということで、ラジオがテーマの漫画を

取り上げました。」と”リクエストをよろしく”という作品をご紹介。 

 

参加 

今、ひろしま美術館で行われている”ヨ 

シタケシンスケ展にちなみ、ヨシタケシ 

ンスケさんの作品から”あるかしら書店” 

をご紹介します。お客さんのご要望に何で 

もこたえる店長さんが、現実にはありえない本をお客さんにご紹介して

いきます。面白く、中にはほろっとするエピソードもあります。ヨシタケ

さんのかわいいイラストもあり、楽しく読みやすい作品です。」 

 

          

「コミックスの原作はアニメ映画では 

描き切れなかったものが沢山描かれて 

います。当たり前の日常生活を送って 

いる中で、何もとがめられることなく 

普通にできていたことが、戦争により 

だんだんできなくなっていくことの怖さ、悲しさ、むなしさを決しておし

つけがましくなく描かれているんですよね…。」と明恵さん。 

 

 

 

 

←放送当日の DJ ブースからのハノ 

ーバー庭園の眺望。真っ赤に色づい 

た木々が、旧市民球場跡地再開発の 

フェンス越しに見えます。 

              

                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミニ FM-STATION（Season3）Vol.40（2022.11 月号） 

発行人：DJ こういっちゃん (Mini FM Radio Station 「FM AKI WAVE JACK」代表) 

 ＜FM AKI WAVE JACK よりお知らせ＞ 

次回の「なごみのラジオ♪」オンエア予定は… 

日時：12 月 17 日（土）15:00～  

場所：青少年センター中 2 階ロビー「交流スペース すきっぷ♪はうす」内 

※都合により変更もしくは中止をすることもありますがその際はご容赦下さいませ！ 

広島の「まちなか」から「なごみ」を発信中！青少年センターに立ち寄ったことがない方も、 

お出かけがてらの休憩ついでに…気軽にふらっとお立ち寄りくださいませ！ 

 

 

 

 

「なごみあれこれ」コーナー 

今日のなごみ曲♪ 

 

 

インターネットでも「なごみのラジオ♪」 

① 番組の紹介やおたより（なごみ）募集等のご案内「ミ

ニ FM-STATION」のバックナンバーも閲覧できま

す。検索キーワードは 

広島市青少年センター なごみのラジオ♪ 

② ミニ FM ラジオ局”FM AKI WAVE JACK”のサイ

トには DJ こういっちゃんのこぼれ話や 1980～90

年代の FM AKI WAVE JACK のヒストリーも更新

中。 

検索キーワード FM AKI WAVE JACK 

またはこちら↓の URL にアクセスを！  

    https://fmakiwavejack.amebaownd.com/ 

 

「なごみのラジオ♪」では、みなさんからの「なごむ（＝ほっとする）時・場所・できごと等」をひき続き募集中！番組でご紹介したお

便りは「ミニ FM-STATION」の紙面およびネットに掲載（アップ）させていただきます。匿名・リピーターさんも大歓迎☆くわし

くは自販機コーナー入口「すきっぷ♪はうす」情報コーナーもしくはセンターホームページ「なごみのラジオ♪」をご覧ください！ 

      

リスナーのみなさんからのおたより（なごむこと・なごんだこと） 

をご紹介するコーナー。今回はお１人の「なごみ」をご紹介。 

すきっぷ♪はうすにお越しのみなさまに少しでもくつろい

でいただけるようなインストゥルメンタルを中心に選曲し、   

お届けしています。 

 
「冬の寒さがこれからおとずれようとしています。 

そんな時に聴きたいほっこりするようなインストゥル 

メンタルを１曲お届けしました。」 

ＤＪブースに新たな機材登場！ 

 

・わたしのなごみはラジオを聴くことです。朝起きたらラジオのスイッチを入れて各番組のパーソ 

ナリティーのおしゃべりに耳をかたむけたり仕事から帰ってラジオのスイッチを入れてわたしが 

青春時代によく聴いていた 1980 年代の音楽に耳をかたむけたり etc…。 

もちろん なごみのラジオ♪もわたしにとって大切ななごみの時間です。〈もふもふ さん・50 代〉 

高校生３人でラジオ放送サークルを結成し、1985 年 11 月 16 日

に中区八丁堀（鉄砲町）の電気店ビル３階貸しスタジオにて開局し

た FM AKI WAVE JACK（当時の局名は”FM AKI”）。今回は過

去の秘蔵音源から1985 年12月 21日放送の”ナマナマ16時!!”

より冬休みについてフリートークやこの日八丁堀・鉄炮町での放送

最終回となり、リスナーのみなさまへのお礼のごあいさつの場面を、 

            そして青少年センターに移転して第１回 

目の放送となった 1986 年 1 月 18 日 

放送の”ナマナマ16時!!”よりセンター 

利用者のみなさまに向けて、初めまして 

のごあいさつの場面をお届けしました。 

              

   毎日、センター開館時間に自販機コーナー

でリピート放送（再放送）中。生放送を聴き 

逃した方、ぜひお聴きください！  

２本のマイクスタンドと 

温度/湿度計がお目見えし 

ました。 

 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開局 37 周年・秘蔵音源披露 

↑マイクスタンドの設置により、 

トーク時等、より安定した音声 

をお届けします。 

お届け 

 

↑1986 年・ナマナマ 16 時!!で青少年センターを飛び出し正面玄関前にて 

生中継＆突撃生インタビュー中の DJ こういっちゃん（当時 18 歳）。 

 

 

   今この時間は、送り手としてラジオ 

をお届けしていますが、私も、もふもふさん 

と同じで聴くのも大好きです！ 

生放送中、すきっぷ♪はうすの↑

室内温度と湿度をリアルタイム

にお伝えしています。 

トーク時等より安定した音声 

のお届けを図ります。 

お届け 


