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

ミニ FM-STATION（Season2）

JACK です。周波数８５．０メガヘルツで広島市青少年センター
ロビーなごみのラジオ♪＆もぐらカフェよりお届けしています」
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FM

なごみのラジオカフェ♪

オンエアレポート（カフェだより）
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オープニングトーク

「なごみのラジオカフェ♪」の様子を

白黒の舗装地に赤と茶色の落葉が点在する、このシーズ

お伝えする FREE PAPER（カフェだより）

ンならではのハノーバー庭園の様子をご伝えしました。

今回は 2020.11.21 のオンエアレポです♪

「11 月は、このラジオ局・FM AKI WAVE
JACK 開局 35 年、もぐらカフェ読書会

今日のもぐら Café

2 周年のメモリアルな月もあります。

＜PART1＞明恵さんが読書会について「今

ラジオ開局 35 周年を記念した、ちょ
っとスペシャルなプログラムをお届けします。」

回のテーマは読書会 2 周年ということで、
初回のテーマだったミステリーにしまし

「もぐらカフェ読書会」の様子
“２周年記念・”ミステ
リー”のテーマで紹介
された本の数々→

た。」とご紹介。

“京都に女王と呼ばれた作家がいた

山村美紗と

ふたりの男”を手に「昭和を代表するミステリー作家である山村美紗さんの、
あまり知られていないミステリアスな人生がありのままに書かれた作品で
す。」

ワークショップの担当・宮ちゃんがご登場。

」と明恵さん。

「モールとストローを使ったカラフルなメ

「ワークショップ」の様子
カラフルなモールとスト

ガネ作りです。2 色のモールとストローを

ローを使ってできあがっ

選んでいただいて作ります。クリスマスの
パーティーなどにもぜひ、ということで。」

たメガネはフレーム丸型、
星型、ハート型など個性
的な作品がずらり…→

↑この日は社会教育実習

＜PART2＞12 月の予告として明恵さんから

の大学生さんが実習として

「読書会のテーマは、今年のベストワン・

カフェに参加されました。

あなたが今年読んだ本とクリスマスがテー
マです。そしてワークショップ担当の Deco 先生より

ウクレレミニミニ LIVE♪
DJ こういっちゃんが趣味のエレウク（＝エレキウクレレ）で

「お正月のしめ飾り作りをします。ペーパークラフ
トで和風リースのモダンで可愛いしめ飾りです。」

気ままに弾き語りするミニミニ LIVE♪

ラジオ開局 35 周年にちなみ、35 年前の

ｾﾝﾀｰｲﾍﾞﾝﾄ・ｻｰｸﾙ情報＋α

1985 年にリリースされた女性ボーカリ

広島市青少年センターだより(Youth Center News)12 月号

ストの曲としてレベッカの「フレンズ」

より「第八回中国ブロック劇王決定戦(12/20・ホール)」
「世

と中村あゆみさんの「翼の折れたエンジ

界に一つだけ

ェル」の 2 曲を弾き語り♪

「ようこそ。ボドゲの世界へ。ボードゲーム体験会！（12/6・

こだわりのみそ作り（12/5・第一集会室）」

「レベッカの NOKKO さんは当時和製マドンナと呼ばれ突き抜ける

第３集会室）」の３つの企画に加えて、県立図書館から「青

ような高音ボイス、中村あゆみさんは対照的にハスキー&低音ボイ

少年のための電子図書館サービス”With

スが特徴的でした。「フレンズ」は作詞も手がけた NOKKO さんご自

Books ひろしま”」のご紹介をしました。

身の中 3 の時のファーストキスの体験を「翼の折れたエンジェル」
は純真無垢の象徴＝エンジェルを 10 代後半の女の子になぞらえ恋

“With Books ひろしま”はインターネットでの簡
単な手続きで家にいながらネット上で本（電子書籍）

愛と性（出会い、別れ、挫折）の体験をモチーフに歌った曲です。 を借りて読めて返却までできるんですよ。せひご活用を！

「なごみあれこれ」コーナー
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１通の
「なごみ」をご紹介。
・家族ですごす時間が私の”なごむ”時です。今年の春から一人暮らしを始めて、家族全員ですごす時間は減って
しまいました。だからこそたまに帰省してみんなですごすごはんの時間やちょっとした外出がとても貴重な
時間となっています。（ともみ さん・２１歳）
「なごみのラジオカフェ♪」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☆
くわしくはセンター１階ロビー「なごみのラジオカフェ♪」情報コーナーもしくはセンターホームページ「なごみのラジオカフェ♪」
をご覧ください！

ラジオ開局 35 年・恥ずかし音源を披露

今日のなごみ曲♪

FM AKI WAVE JACK 開局３５周年にちなみ、当時の放送エピソードや青

♪TAKE A BREATH A WAY

少年センターの様子、当時の DJ スタイルをご紹介しながら、当時放送した

♪別れの曲
「ラジオ開局当時の 1985 年から 1986 年の公開映画に
ちなんだインストを２曲をお届けしました。」
カフェにお越しのみなさまに少しでもなごんでい
ただけるような、ゆったりとしたインストゥルメン

番組（1985 年 11 月 16 日、1991 年４月 13 日放送）の音源を一部流
しました。それぞれ、17
歳と 23 歳頃の私(DJ こ

ト

ういっちゃん)の声…懐か
しくもありやはり恥ずか

タルを中心に選曲しています。

←当時の音源を録音したカセッ
テープの一部。この中からセ
レクトし今回の放送に合わせ
てデータ化とミックスダウンをしてお届けしました。

しいですね～（汗）

今月のこぼれ話
＜開局３５年・感謝を込めて…

by DJ こういっちゃん＞

1985 年 11 月 16 日、当時高校生だった私は仲間とミニ FM ラジオ局を

インターネットでも「なごみのラジオカフェ♪」
①

ニ FM-STATION」のバックナンバーも閲覧できま

はじめました。インターネットのない当時、電波法で認められた範囲のち

す。検索キーワードは

ょっぴり電波を使い、私のようにラジオ放送をする人、弾き語りをする人、

広島市青少年センター なごみのラジオカフェ

朗読をする人…今でいう Youtube のような若者文化がこのミニ FM だっ
と思います。長いブランクを経て 2018 年からご縁をいただき、若い頃ラ
ジオをしていたこの地・青少年センターで事業として再びラジオ DJ をさ
せていただいていることに感謝しつつ、微力ながら今の若者のみなさまや
センターに来られた方々のお役に少しでも立てれば…と思っています。

番組の紹介やおたより（なごみ）募集等のご案内「ミ

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。
検索キーワードは FM AKI WAVE JACK
またはこちらの URL

みなさんにとってこの週末が、

https://fmakiwavejack.amebaownd.com/

なごみいっぱいの素敵な週末に
なりますように…
12 月はクリスマスカフェ！カフェ内では

＜FM AKI WAVE JACK よりお知らせ＞
次回の「なごみのラジオカフェ♪」オンエア予定は…
日時：12 月 19 日（土）15:00～

楽しい飾り付け、そしてスタッフはコスプ
レで楽しい時間と空間をご提供します！

場所：青少年センター中 2 階ロビー「なごみのラジオ♪＆もぐらカフェ」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！
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