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植田 英樹

因幡スピリット

夏を乗り切るなら「本気のハイボール」。

ジョッキを氷で埋めてブレンドウイスキーをキャッ

プ３杯半、レモンを絞り炭酸水をゆっくり並々注

ぐ。こーれーは旨い！よって食欲も大増進。

だから太る。

一度くらい夏バテをすべきかもしれません。

板井 文昭
ご近所わいど今日もハレルヤ！

土曜亭特盛 ぶんしょう DON！

高校野球島根大会の中継時、

解説者に、江川卓さんと大学で同級生だった投

手がいらっしゃいました。その人は放送中はもと

より、球場内で水分補給をされている姿を

１度も見ませんでした。高校野球の時期 には思

い出しますネ。（時代は深化しますネ～）
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高木 啓一
自由ほんぽ～おしゃべり本舗

土曜亭特盛 ぶんしょう DON！

（ラジオカーリポート）

高木啓一の真夏の法則【１・２・３】。

ビアガーデンに【１】回行くと、体重が【２】kg 増えて、

元の体重に戻るのに【３】日かかる(^^ゞ

キムラ ミキ

シニアの扉

キムラミキの経済情報 BOX

熱中症になって入院なんてことになれば、エア

コン代よりも高くつきます！ムリな我慢は禁物！

私はエアコンの効いたお店で、美酒美食に酔

いしれて夏を乗り切りたいと思います！結局そ

こ？(笑)

平川 彩佳
因幡スピリット

TV テレポート山陰・まいどっ♪

日焼けが気になる夏!

外取材の時は暑いのに首にストールをぐるぐる

巻きにして出かけることも…暑いけど、日光を

避けられるし、ストールが汗を吸ってくれるので

そんなに気にならないんです(笑)。この夏も、ス

トールぐるぐる巻いて、日焼けを乗り切ります!!

谷口 和美
自由ほんぽ～おしゃべり本舗

演ここ。

８月生まれですが、暑いのは

大の苦手。夏祭りの公開放送や夏フェス参

戦、長時間外で過ごす機会も多いこの時期、

なんとか涼しく過ごそうと、冷え冷え便利グッズ

は見つけたら即買いですっ！

宇田川 修一
かっとばし金曜日

TV テレポ－ト山陰

夏は皆生トライアスロン出場にむけて

毎年体力作りをしていますので、暑ければ暑い

程燃えてきます。暑い夏を乗り切る秘訣は「と

にかく食う！食う！！食う！！！」

丸山 聡美
街角音楽会

TV 生たまごｂａｎｇ！

週刊とりリンク

な～んと！私、今夏で３０歳になります！！

後輩アナウンサーを見ていると、肌の衰えを感

じる今日この頃…（泣）紫外線はシャットアウ

ト！夏野菜でビタミン補給！防いだり、補った

りと大忙しです。頑張れ、丸山！

べるを
自由ほんぽ～おしゃべり本舗

TV 生たまごｂａｎｇ！

夏の暑さは「嫌うより慣れろ！」。休みに朝から

晩まで草刈りや畑仕事をし、Ｔシャツが重くな

るほど汗を流す、真っ黒になるまで日に焼け

る。さすれば、１日中外での仕事も怖くなくなる

のさ。夜のビールも旨いし！ね。

中村 緑
歌のない歌謡曲

日々潤いのなさを感じている私。フ

レーバーウォーターが流行っている

と聞いて、ベランダのレモンバームで作ってみ

ました。すると、好きではなかったはずの水

が、するすると喉を通ります。この夏はこれで

なんとか潤いがキープできるでしょうか。

桑本 充悦
ご近所わいど今日もハレルヤ！

ＡＮＯＫＯＲＯ

「夏はこうでなくっちゃ！」。

高校野球の取材で、当時、倉吉東の

足羽監督が、誰かが暑いと言ったのに対して

笑顔でおっしゃった言葉。その一言が一服の

清涼剤となり、場が和んだ。甲子園出場監督

の雰囲気作りの一端を感じた瞬間だ。

中岡 みずえ
自由ほんぽ～おしゃべり本舗

夏と言えば、キャンプ。

必ず 2 泊 3 日。テントを張る前にビールサーバ

ーをセットするのがお約束。自然の中に身をお

いて、時間を忘れて のんびり過ごすと暑い夏

を元気に乗り越えられます！

橋本 航介
かっとばし金曜日・サンデーアプリ

TV 生たまごｂａｎｇ！

体力勝負の夏は“ニンニクの

丸揚げ”を食べます！香り良し！味良し！栄

養良し！しかし人に会う場合は周りに迷惑を

かけるので要注意！次の日が休みのとき限定

の楽しみです！

大田 祐樹
スマイル金曜日！

サンセットロ－ド

この夏のビッグイベント「名探偵

コナンまつり」に出かけませんか？8 月 23 日

（土）午後 1 時から倉吉未来中心で、コナンの

声優陣らを迎え、トークショー＆ミニライブを開

催！大田祐樹がナビゲートします♪  

伊藤 ユキ子

シニアの扉

冷たいものがおいし～い猛暑の夏。

でも、がぶ飲みなさらないように。

胃液を薄め、胃腸の働きを鈍らせるそうですか

ら。暑いときこそ熱いお茶を。

紅茶より、体を冷やすとされる緑茶のほうがよ

いかもしれませんね。

佐藤 千恵
土曜亭特盛ぶんしょう DON！

“ぶんしょうＤＯＮ！”は、夏も特盛で

情報をお届け♪８月は恒例『日清チキンラーメ

ン』のバースデースペシャルもありますっ。

モリモリ食べて夏バテをやっつけたいですね

～！お楽しみに♪

田中 亜矢
自由ほんぽ～おしゃべり本舗

ワンモア♡レシピ

寒さには弱い私ですが、

夏の暑さは結構大丈夫かも。汗がポタ ポタな

んて経験滅多にありません。というかあまり汗

をかかないんですよね。そんな私の夏バテ対

策は、とにかくしっかり寝る！我が家の子ども

達と夜９時半には布団に(^.^)。

夏のこの時期、ＢＳＳアナウンサー・パーソナリティも、各地のまつり中継などイベントで大忙し。

夏のエピソードや暑さを乗り切るアナパソならではの秘密など「夏のひとこと」を集めました。

岡村 帆奈美
スマイル金曜日！

TV テレポ－ト山陰・生たまごｂａｎｇ！

初めてマイクの前で喋った去年の夏。

「おっ、おかめらほなっ」と、緊張のあまり自分

の名前を噛みました。忘れられない思い出で

す。山陰で過ごす２回目の夏。どんなことが起

きるか、起こせるか、楽しみです！！
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８月３日(日) 「第１０回八頭町きらめき祭」 12：30～13：00

７／２７八頭町郡家運動場 特設ステージで行われた公開収録の模様を３０分にまとめて。

ゲストはテイチクレコードの山口ひろみさんとものまねタレントの美留香さん。司会はべるを。

８月３日(日) 「第４１回米子がいな祭 がいなトーク＆ライブ」16：30～17：00

米子市湊山公園 野外ステージから人気お笑いコンビの“はんにゃ”のトーク、

今、大注目の女性シンガーソングライター“まいまい”こと“chay”のアコースティックギターの

弾き語りをたっぷりとお届けします。司会は橋本航介。

８月９日（土）「土曜亭特盛ぶんしょうＤＯＮ！～日清食品チキンラーメンバースデースペシャル～」

9：00～10：59,12：30～14：55
日清食品チキンラーメン記念日として鳥取・島根の４店舗でお楽しみイベントを開催！

板井文昭・佐藤千恵はスタジオから、らじ郎リポートは桑本みつよしでバースデーを盛り上げます。

８月９日（土）「松江水郷祭だんだんスペシャルライブ」16：00～17：00

松江市役所駐車場 だんだん特設ステージからゲストに大ヒット映画「ＬＤＫ」の

主題歌「君色デイズ」を歌うイケメン２人組、“Ｈｏｎｅｙ Ｌ Ｄａｙｓ”。

注目のシンガーソングライター“泉 綾菜”をむかえ、熱いライブを生中継。司会は岡村帆奈美。

８月１０日（日）「第５０回鳥取しゃんしゃん祭 鈴なるコンサート」16：00～17：00

鳥取駅前風紋広場 特設ステージからゲストに男性４人組コーラスグループＤＥＥＰを迎え、

夏にぴったりのミディアムテイストの新曲「Just The Way You Are」をはじめ、

心にしみるバラードなどを生中継でたっぷりお届けします。司会は桑本みつよし。

８月１６日（土）「コダマサイエンス プレゼンツ 嗚呼懐かしき我が校歌１０周年スペシャル」

16：00～16：45 べるを、中岡みずえの進行でお送りします。

毎週水曜日の午後、お送りしている「嗚呼懐かしき我が校歌」のコーナー放送１０周年記念のスペシャルプログラム。

８月１７日（日）「ＪＡ鳥取西部 合併２０周年記念 中村美律子歌謡ショー」16：00～17：00

８月２４日（日）「安来節全国優勝大会」16：00～17：00

全国優勝大会の模様を、出演者のインタビューや受賞者の演奏を中心に収録。１時間に編集してお送りします。

８月３０日（土）「山陰川ものがたりスペシャル」17：15～17：45

BSS ラジオが２０１０年から取り組んできた“山陰川ものがたり”のスペシャル番組。地域に暮らす私たちの大切な宝物「川」を耳でお楽しみください。

８月３１日（日）「中四国ライブネット山陰発～わが町万歳！Ａ級グルメ～」18：00～20：00

中四国８局ネット。今回はＢＳＳ制作。島根県西部、石見地方の山あいの町邑南町は数年前から「A 級グルメのまち」と称して、地元で生産される良質な

農林産物を素材とする「ここでしか味わえない食や体験」を提供しています。県内外から多くの人が訪れるという、邑南町の A 級グルメの秘密を関係者へ

のインタビューと共にご紹介し、また、島根県、鳥取県の A 級特産品やグルメもご紹介します。担当は板井文昭・田中亜矢。

7 月 23 日（水）～7 月 27 日（日）第 96回全国高等学校野球選手権鳥取大会実況中継

7 月 12 日（土）「土曜亭特盛ぶんしょうＤＯＮ！ファーマーズマーケット in くにびきメッセ」

◆これからのＢＳＳラジオ◆

PC、スマートフォンでBSSラジオを聴いてみよう！

島根の美味しいものが大集合のくにびきメッセから、クイズ大会などを交え、全編生中継でお送りしました。

倉吉市営野球場。放送席は

観客の皆さんに囲まれて。

中継スタッフも高校球児とともに健闘しました。


