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 荒井 由岐子 

 

昨年は、野鳥のさえ 

ずりを収録するため 

野鳥より早起きして 

出かけたり、番組を通して大山の 

魅力を再発見！！山陰がますま

す好きになりました。年女の今年

は、自然に身を委ねのんびり 

『にょろにょろ』進みます。 

「音楽の風車」 

板井 文昭 

 

昨年の漢字「金」を 

どう読み解くか？ 

それには情報収集・ 

分析・判断・そして鋭いカンが 

必要だろう。 

さらなる無形の力に磨きをかけた

いものです 

「土曜亭 特盛ぶんしょう DON！」 

「ご近所わいど今日もハレルヤ！」 

伊藤 ユキ子                           

 

六十路を 2 歩踏み 

出しても、マイクの 

前ではいつも新人。 

励まし、励まされながら、ラジオを 

お 聴 き の 皆 様 と と も に 「 元 気 も

ん！」のシニアを目指していきま

す。    

 

「シニアの扉」 

キムラ ミキ                           

 

今年は「シニアの扉」 

初の公開録音で実際 

にリスナーの皆さんに 

お会いできるステキな経験をさせ

て頂きました。来年は、年女の私。

さらに飛躍の年になりますように！

神様、彼氏の調達もお願いします

（笑）よいお年を♪ 

「シニアの扉」 

大田 祐樹 

 

２０１２年は、夏から 

秋にかけて 

「国際まんが博」で、 

本当に忙しかったですねぇ…。 

２０１３年も、この勢いで飛び回り 

ます！ 

どうぞよろしくお願いします。 

もちろん、「スマ金」もごひいきに！ 

 

「スマイル金曜日！」 

桑本 充悦 

 

新年の抱負を達成し 

た記憶がない私も 

今年はやりました！ 

「つながろ通信」で挑戦できたらと 

していた“ぬか漬け”。 

７月にぬか床を始め、 

まぜて、まぜて、少しずつ味もよく

なり、美味しくいただいてます（＾＾ 

 

「ご近所わいど今日もハレルヤ！」 

神田 沙織 

 

山陰に来て初めて 

の冬を迎えています。 

初めての場所での 

ドキドキ感やわくわく感も最初はあ

りましたが、今は色んな方と一緒に 

お仕事が出来ることをうれしく思っ

ています。来年も感謝の気持ちを

忘れずにもっと頑張りたいと思いま

すのでみなさんよろしくお願いしま

す。     「スマイル金曜日！」 

佐藤 千恵 

 

１０月に山陰にやって 

きましたが…時間が 

経つのは早いですね。 

初めての経験ばかりで、色んな刺

激をうけた１年になりました！ 

山陰のことをもっと知るべく、春、

夏…と色んな場所を巡りたいなと

思っています。元気な声をお届け

できるよう頑張ります！ 

「土曜亭 特盛ぶんしょう DON！」 

高木啓一 

 

月曜おしゃ本を 

担当させていただき 

９カ月。 

ラジオカーリポートとはまた違う発

見・驚き・感動の連続です。 

2013 年も長年のリスナーとしての 

感覚を忘れずに、つながって行き 

たいと思います。 

 

  

 「自由ほんぽ～おしゃべり本舗」 

田中 亜矢 

 

日々同じようなことの 

繰り返し…の中にも 

楽しいことや驚きが 

たくさんありました。子育てと仕事

の両立で毎日一杯一杯ですが、 

焦らず、怒らず、リスナーの皆さん

や周囲の人と小さな幸せを感じら

れたらいいなぁと思います。 

 

「自由ほんぽ～おしゃべり本舗」 

「ワンモアレシピ」 

田中 友香理 

 

今年秋に３年ぶりの 

ＢＳＳ復帰。後半は 

あっという間でした 

が充実した楽しい年になりました。 

ありがとうございました！ 

2013 年は年女☆ヘビのように執念

深く…いや根気強く！仕事にも育

児にも全力投球で頑張ります！ 

 

 

「音楽の風車」 

谷口 和美 

 

「かっぱ」「大山」 

「神話博」「まんが博」 

そして各地の夏祭り。 

担当させていただいたコーナーや

特番で、あらためて山陰っていい

なぁって思ったり。島根と鳥取、 

どっちが残念？ってマツコが言う

けど、そうやって知名度上がれば

しめたもの。来年こそ人も地域も

元気で！          「演ここ」 

「自由ほんぽ～おしゃべり本舗」 

中岡 みずえ 

 

今年も相変わらず、 

見たいもの、食べ 

たいものがあれば 

あっちに行き、こっちに行きの１年 

でした。 

来年も引き続き動きまわりますよ！ 

そして、マラソン１０キロ、１時間 

切るように頑張ーけんね！！ 

 

「自由ほんぽ～おしゃべり本舗」 

中村 緑 

 

「歌なし」も２年目に 

入りました。番組を 

考えていると、つい 

お菓子に手が伸びてしまうんです 

よね。という訳で、今年、人生初の 

パウンドケーキ作りに目覚めまし

た。来年の目標は、このレパートリ

ーをどこまで増やせるか、勿論、体

重は増やさずにですよ(^_-)-☆ 

「歌のない歌謡曲」 

橋本 航介 

 

2012 年は「スパ金 

湯めぐり」で山陰の 

素晴らしい“温泉”と 

“人”に出会えました！ 

マイク 1 本だけを手に持ち入浴す

ると初めはお客さんに少し警戒さ

れますが、次第に打ち解けられ

る。温泉の力を実感！2013 年もマ

イク１つで山陰を駆け回るぞ！！ 

「サンデーアプリ」「ティンラジ」 

べるを 

 

辰年に 50 歳になって 

しまいました。巳年は、 

風邪をひかないように、 

めったに酒を飲まないように、 

50 肩にならないように気をつけて、 

お仕事を休むことがないように 

したいと思います。 

なんといっても、年だもんね。  

 

「自由ほんぽ～おしゃべり本舗」 

丸山 聡美 

 

ＢＳＳラジオ「坪・丸の 

ハートがキラーン」から 

はじまった私の 

アナウンサー人生。 

（懐かしいっ！） 

来年は入社７年目を迎えます！ 

しかも、２０代最後の年！ 

明るく元気に〝色っぽく〟輝きた

いものです☆ 

 

「街角音楽会」 

山崎瑞穂   

 

「古事記」や神話など 

をきっかけに、様々な 

人に出会い、思いに 

ふれ、ふるさと島根を 

改めて誇りに思えた１年でした。 

新しい年も、持ち前？の元気と明

るさを武器に、山陰各地走り回りま

す！ 

 

 

「神話見聞録」 

山田さおり 

 

この１年を振り返って 

初めてのラジオは 

これまでに味わった

ことの無い素敵な瞬間を沢山くれ

ました。 

あらためて人の温もりに感謝・感激

の１年でした。 

来年は、身体を鍛えて、素敵に 

バージョンアップするぞ～♪ 

 

「神話見聞録」                     

山根 伸志 

 

番組を共にする世界的 

フレアバーテンダー 

前田兄弟（鳥取市在住） 

は「激しく厳しい練習があるから本

番が楽しめる」と言います。自分を

追い込みスリルを楽しみながらも

周りに勇気と安心を届けられる男

に憧れます。来る年は「結」がキー

ワード。結ぶ・団結・結実。言葉に

タマシイをのせて…さあ、なにから

やりましょうか？ 「因幡スピリット」 

ＢＳＳアナウンサー・パーソナリティ 『２０１２年を振り返り、来年へ向けてひとこと』 
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１１月１７日（土）に始まった「神話見聞録」。「神話博しまね」開催中は会場から元気なリポート 

をお届けした、山田さおり、山崎瑞穂がナビゲーターを務めています。神話の舞台や神々が 

祀られている神社、仏閣など、現地を訪ねそこで出会う人・話・暮らしなどをリポートしていきます。 

この番組を聴いて神話のふるさとを「もっと知りたい！深めたい！行ってみたい！」という気持ちになってくださいね！ 

第１回の【ぶらり神話探訪】では『神在月』を迎える出雲市から

「神迎えの道」をぶらり散策。神在祭の期間中の暮らしぶりの

お話は印象的。この時期は会議の妨げになるから静かに過ご

すとか、夜遅くまで出歩くと、神様にぶつかって風邪をひくと

か！何だか神様との距離がグッと近づきます！ 

取材で出会う神話･伝説のスポットは、神秘の香り漂う空間。 
写真は隠岐・西ノ島の焼火神社、八岐大蛇退治の舞台といわれる
雲南市の須賀神社と八雲山の本宮の巨岩。 
古事記に記されていることが、すぐそばにある。史実が現実と 
して存在する。当たり前のように思っていたふるさとの財産に、
改めて大きな価値があることを実感。 

取材の度に、お世話になる各地のガイドさん、地元の皆様とのお話や 
交流も心に残ります。 
日御碕神社では、女子心？をくすぐる可愛い『だるまみくじ』に、 
奥出雲、稲田神社の社務所では、おいしいおそばに出会いました。 

冬の海に入る物好き？いえいえ、体を張って収録する松森スタッフ。
稲佐の浜で波の音を収録中。 
さすがに冬の海は･･･厳しい寒さ。それでも果敢に海に入ります。 
少しでも“いい音”を狙って･･･！ 
制作スタッフも奮闘中です。詳しく BSS ラジオの HP をご覧ください。
ね。 

土曜日 午後 4：00～4：30 

◆これからのＢＳＳラジオ◆ 

1 月 1 日（火）「亜矢と航介の新春初笑いだろぉ？お年玉クイズ２０１３！」  8：15～10：45,12：40～15：55  

新春恒例の「お年玉クイズ」。今年は巳年にちなんで、とってもヘビーヘビー！お得なプレゼント盛り沢山でお届けします。５時間４５分の生放送！番組を聴

いてクイズに答えるとお年玉プレゼントＧＥＴのチャンス！その場で抽選。年の初めの運試しに、家族・恋人・友人みんなでぜひ気軽にご参加下さい！ 

１月２日（水）・１月３日（木）「新春スポーツスペシャル 第８９回東京箱根間往復大学駅伝競走 実況中継」8：30～14：00 

学生ランナーのタスキにかける熱い想いをお伝えします。伝統のスポーツイベントをラジオでどうぞ。 

１月５日（土）「中四国ライブネット 山陰発 笑って元気に！ドクター真打ち」【中四国８局ネット】18：00～20：00  板井文昭・橋本航介 

松江市在住で真打ちに昇進した落語家、春雨や落雷師匠。ドクターのキャリアを活かし、落語と健康講話を組み合わせた独自のスタイルで地元を中心に活

躍中。落雷師匠をゲストに、落語の魅力や人気の健康講話、得意の一席をスタジオで。落語で笑って新しい年を元気にスタート！ 

１月６日（日）「新春・両県知事対談」12：30～13：00   

１月２０日（日）「天皇盃 第１８回全国都道府県対抗男子駅伝実況中継」12：15～15：15 

１月２６日（土）「石見神楽 里にこだます神楽囃子」17：15～17：45  

ＰＣ、スマートフォンでＢＳＳラジオが聴ける！！ｒａｄｉｋｏ.ｊｐで配信中！ 


