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2016 年はＢＳＳラジオに大きな変化が有りました。長年続いたワイド番組が一新！
アナパソからこの 1 年を振り返り、来年へ向けて一言！！（アイウエオ順でご紹介）
「シニアの扉」は大晦 今年は健康の大切さを 今年は、スマ金の終了
サイレントマジョリティ
日に放送 300 回を迎 痛感した１年でした。 ・みずえさんとのコン
（声なき多数派）の
えます。息切れしない 来年は体調万全で
ビ復活・オジエルのラ
皆さん、放送に参加し
よう鈍った心身を鍛え 再出発・飛躍の年に
イブ・恋ダンスなど大
ませんか？失われゆく 上げ、400 回に向かっ します！！
忙し。来年も歌って
ものを引きとめ
て前進ある
踊ってハッスル
ましょう。
のみです。
します！
宇田川 修一

大田 祐樹

シニアの扉（土）

あさスタ！（水）
TVテレポ－ト山陰

あさスタ！（金)
午後はドキドキ！（水）

変化の１年でした。
変わったこと、変わら
ないもの。きょうもき
のうもそしてあすも・
・・。丁寧に積み重ね
ていきたいと
思います。

来年は酉年！！酉とい
えば鶏の唐揚げ!
鶏をつまみに麦酒での
どを潤し、酉のように
声高らかに役立つ情報
を発信して
いきます！

今年は娘の結婚にゴル
フ開始など。変わる一
方で、相変わらずのと
ころも。来年もそんな
あれこれの均衡は
エイドステーション
から。

板井 文昭
あさスタ！（月）
週刊ブンノジ ぶんしょう堂（土）

伊藤 ユキ子

2016 年はバタバタと
去ってしまったような
・2017 年は今までの
自分を超えます！絶好
調(鳥)な一年になりま
すように♪
北川 佳歩
午後はドキドキ！（木）
ビタミン！Saturday（土）
ワンモアレシピ（土）

木野村 尚子
歌のない歌謡曲
(月～金)

「攻めて行こうぜ！」 今年は糖質制限ダイエ
とＣＭでも言っていた ットに成功！体重はか
「午後ドキ！」木曜日。なり減少、しかしお米
攻め切れていない？
を食べないと気力が・
いや、まだまだ
・・来年は食べます、
これから
絶賛
です！！！
リバウンド？

キムラ ミキ
シニアの扉（土）

午後ドキ（水）。放送時
間が長くなり、4 時頃
からお腹の虫が…。聞
こえたらごめんね～。
聞こえても気にせず、
来年も元気に
生放送！

谷口 和美
高木 啓一

桑本 みつよし
あさスタ！(火・木）
ＡＮＯＫＯＲＯ（日）

入社からあっという間
の 9 か月、まだまだ課
題だらけです。2017
年は更に勉強して、
ラジオでの喋りを上達
させていきたいです！

秦 まりな

午後はドキドキ！（月）
演ここ（土）

中岡 みずえ
午後はドキドキ！（水）

音楽の風車
TVテレポ－ト山陰

「手回しで聞いてみよ
う」「 なにカナ ？クイ
ズ」
「暮らしの時短」で
楽しんで頂いた？「午
後ドキ！」。酉年も新
コーナー
考えよ～。

4 月 1 日（金）
「午後は
ドキドキ！」で職場復
帰しました！猛スピー
ドで走り抜けた２０１
６年。来年は“ゆっく
り”と頑張ります！

今年は、山陰のみなら
ず、他県のリスナーの
方々との出会いがあり
ました。来年も、多く
の方に聴いてもらえる
ラジオ作りをして
いきたいです。

2016 年 夢だったア
ナウンサーになりまし
た。日々失敗の連続で
すが、2017 年成長し
た山田弥希寿を見せら
れるように頑張り
ます！

べるを

丸山 聡美

森谷 佳奈

山田 弥希寿

午後はドキドキ！
（月火金）
TV生たまごBａｎｇ！

午後はドキドキ！(金）
週刊とりリンク
TV生たまごBａｎｇ！

はきださNIGHT！(月）
午後はドキドキ！(火）
TVテレポ－ト山陰

ビタミン！Saturday
（土）
TVまいど！

午後はドキドキ！（木）

発行 山陰放送 ラジオ総局ラジオ評価向上委員会 Copyright(C) BSS INC. All rights reserved

つ な が ろ っ ! 通 信

１２月２４日(土)の「ビタミン！Saturday」は、クリスマススペシャル！！
スタジオもクリスマスの飾りでにぎやかに！！山田アナは、ラジオカーで、当選者のお宅へクリスマスケーキを
お届けに本社を出発！！トナカイ姿のドライバー兼技術スタッフとサンタに扮し、米子市「ボーダーのネギ屋さ
ん」と安来市の岩田さん宅を訪問。ラジオをお聴きの皆様にもリポートをお届けしました！！

１２月２５日(日)は、ナイター期間中、第２・4 月曜日にお送りしていた人気番組「角さん・みずえのハートに
火をつけて～クリスマススペシャル！」あのにぎやかな二人が、クリスマスの夜に帰ってきました！！それぞれ
得意の洋楽・邦楽ナンバーをご紹介。差し入れのお稲荷さんにも感謝。歌も飛び出て、あ～楽しかった！！
恒例となった「ザ・寺子屋ラジオ 5」12 月 26 日（月）
竹中信行さん（美容院オーナー）杉村卓哉さん（作業療法士）
白枝伸さん（一級建築士）日和将貴さん（理学療法士）小西
正剛さん（ホープタウン店長）といつもの寺子屋メンバーに
コメンテーターのキムラミキさん(ファイナンシャルプラン
ナー)を加え、「究極の選択」をテーマにお送りしました。
進行は大田祐樹でした。

◆これからのＢＳＳラジオ◆
１月１日（日）「I have a お年玉♪ I have a クイズ♪お年玉クイズ２０１７」9：00～11：00、12：30～17：00
年の初めは恒例、お年玉クイズ。今年は６時間半の長丁場。宇田川修一、大田祐樹、木野村尚子の３人でお届けします。

1 月１日（日）「桑ちゃんの山陰この人２０１７」18：00～20：00
毎年恒例、２０１７年活躍が期待される人、話題の人などへのインタビューと音楽でお届けする桑ちゃんの楽しい２時間。

１月２日（月）３日（火）「新春スポーツスペシャル第 93 回東京箱根間往復大学駅伝競走 実況中継」8：30～14：00
学生長距離ランナーの汗と涙の決勝。たすきをめぐるドラマは箱根駅伝で完結。伝統の箱根駅伝をラジオでもお楽しみ下さい！

1 月２日（月）「山陰両県知事対談」16：10～16：35 両県知事とゲストに映画監督の錦織良成さんを迎えて。
1 月３日（火）「新春ラジオ放談 ～米子市観光協会 野島 譲 会長に聞く～」16：10～16：40
新たな視点、魅力づくりで観光振興をはかる野島会長にお話を伺います。

1 月５日（木）「ＧＯＧＯ競馬金杯スペシャル」15：00～16：00
1 月８日（日）第１２回日本放送文化大賞 グランプリ受賞番組「ニッポン放送報道スペシャル『子どもたちの震災～しゃ
べっていいんだ』」 16：00～16：55
１月１５日(日) 第１２回日本放送文化大賞 準グランプリ受賞番組「ＲＣＣラジオドラマ『赤ヘル１９７５』」16：00～17：00
1 月２２日（日）「ダイソースポーツスペシャル 天皇盃 第 22 回全国男子駅伝実況中継」12：15～15：15
全国 47 チームが広島に集い、健脚を競います。熱戦の模様をお伝えします。

1 月２９日（日）「中四国ライブネット 山陰発～鳥取県中部は、今」18:00～20:00

桑本みつよし

10 月最大震度６弱の地震が襲った鳥取県中部。現状と復興への取り組み、風評被害に立ち向かう元気な姿もお伝えします。
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