
第 99回番組審議委員会議事録 

 

１．開催年月日 

令和 2 年 10 月 31 日（土）10 時 30 分～ 

２．開催場所 

  ゆめタウン下松 星プラザ 3 階第 1 教室 

３．委員出席者（委員総数 7 名） 

（出席 5 名） 小林 高志・紙矢 健治・松本 祥二・石田 俊介・矢原 慎也   

（欠席 2 名） 竹田 裕・兼重 江美子 

（事務局） 藤田 徹 ・ 藤田 素子 ・西村 沙織 

4．議題 

 （1）番組・イベントについて 

（2）地域力アッププロジェクト 

（3）番組審議 

５．議事の概要 

（1）番組・イベントについて 

・8/5（水）11:00～ 全国一斉 Jアラート訓練放送 

    ・8/12（水）17:20 頃～ 周南警察署制作ラジオドラマ放送 1 回目（金融機関を語ったウソ電話詐欺） 

9/30（水）17:20 頃～ 周南警察署制作ラジオドラマ放送 2 回目（自転車鍵かけ） 

        今後も続く予定（3 回目は 11/4 詐欺電話） 

    ・9/6（日）台風 10 号接近による割込み放送 

          9:30、13:30～ 周南市から 

          10:00～ 下松市から 

    ・9/7（月）4:33:11～10:57:36 強風による停電 

          11:49:16～14:20:22 強風による停電 

          いずれも発電機が稼働し、影響は特になし。 

    ・9/7（月）～18（金）HYS による親局・中継 6 局の保守点検 

    ・9/17（木）13:00～ 再免許申請について、総合通信局によるヒアリング（オンライン） 

    ・9/21（月）～30（水）周南地酒横丁告知（40 秒スポット CM） 

    ・9/24（木）パナソニックによる無線 LANの保守点検 

    ・9/26（土）第 13 回しゅうなん FM 杯サッカー大会 U-11（優勝 フトゥール周南） 

    ・10/1（木）～ 改編（Gumbo 金曜に、スタレビ・IKKO 月曜に、落語 時間変更 金曜 7:30） 

    ・10/1（木）～7（水）17 周年開局感謝祭 特別企画 4 時間生放送 

    ・10/21（水）JASRAC 調査日 

    ・10/28（水）13:30～ 中国総合通信局 免許状交付式（オンライン） 

    ・11/6（金）～ 県内 FM8 局共同制作特番放送「やまぐち UNITED」（情報解禁 11/2） 

         

 （2）地域力アッププロジェクト 

    ・「ラジオくらぶ」 8/1～スタジオ出演再開 

   ・「こども新聞 55 号」（9/30 発行）配布中 

    「こども新聞 56 号」（12/20 発行）原稿依頼中  

 



（3）番組審議 

 感謝ウィーク特別版「ラリーボイス Jam784」4 時間 SP～特別企画 スタジオでいただきます！ 

（10/1（木）～10/7（水）12 時 30 分頃～）  Pe：ラリーボイス Jam 担当 

     周南エリアの飲食店さんのお弁当をテイクアウトしてスタジオで実食、お店の情報をお届けしました。 

 

6．審議内容 

  感謝ウィーク特別版「ラリーボイス Jam784」4 時間 SP～特別企画 スタジオでいただきます！ 

  ・二人のトークが美味しそうで楽しそうな雰囲気が伝わってきた。 

   さんまのシチリアーノピザが気になった。 

  ・美味しそうな話に、どこで買えるのかを詳しく知りたかった。 

  ・ラジオでの食レポは難しいだろうと思うが、ユーモアを交えてうまく伝えている。 

  ・公益性を考えると、作る側・買う側 両者への貢献度が高い。 

   5･6 月のテレフォンリレーに続き、今回もスポンサーのつかない状況でありながらよく頑張ったと思う。 

   食レポの難しさがありながら、想像が膨らみとてもよかった。食べている音を出す演出もあるが、それを嫌う 

人もいるので、そこは難しいところだと感じる。 

料理の説明がうまく、まるでそこに見えているようだった。 

  ・掛け合いも良く、聞きやすく、聞く方も楽しくなった。 

   映像がない中で上手に食べものを説明していた。 

   地元飲食店は厳しい中での年末になるので、少人数でもぜひお店の利用を呼び掛けてほしい。 

 

7．審議機関の答申又は意見に対してとった措置の内容 

・今回の企画・放送についてのご意見をスタッフたちに伝えた。 

  

 

８．審議機関の答申又は意見の概要の公表 

    公表の方法  事務所への備置、自社ホームページへの掲載 

    公表の内容  議事録 

    公表年月日  令和 2 年 月 日 

 

９．その他参考事項  

次回審議会  令和 3 年 1 月 30 日（土）予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 99回番組審議委員会議事録 

 

１．開催年月日 

令和 2 年 10 月 31 日（土）10 時 30 分～ 

２．開催場所 

  ゆめタウン下松 星プラザ 3 階第 1 教室 

３．委員出席者（委員総数 7 名） 

出席 5 名、  欠席 2 名、 事務局 3 名  

4．議題 

 （1）番組・イベントについて 

（2）地域力アッププロジェクト 

（3）番組審議 

５．議事の概要 

（1）番組・イベントについて 

  ・8/5（水）11:00～ 全国一斉 Jアラート訓練放送 

   ・8/12（水）17:20 頃～ 周南警察署制作ラジオドラマ放送 1 回目（金融機関を語ったウソ電話詐欺） 

9/30（水）17:20 頃～ 周南警察署制作ラジオドラマ放送 2 回目（自転車鍵かけ） 

                今後も続く予定（3 回目は 11/4 詐欺電話） 

   ・9/6（日）台風 10 号接近による割込み放送 

         9:30、13:30～ 周南市から 

         10:00～ 下松市から 

   ・9/7（月）4:33:11～10:57:36 強風による停電 

         11:49:16～14:20:22 強風による停電 

         いずれも発電機が稼働し、影響は特になし。 

   ・9/7（月）～18（金）HYS による親局・中継 6 局の保守点検 

   ・9/17（木）13:00～ 再免許申請について、総合通信局によるヒアリング（オンライン） 

   ・9/21（月）～30（水）周南地酒横丁告知（40 秒スポット CM） 

   ・9/24（木）パナソニックによる無線 LAN の保守点検 

   ・9/26（土）第 13 回しゅうなん FM 杯サッカー大会 U-11（優勝 フトゥール周南） 

   ・10/1（木）～ 改編（Gumbo 金曜に、スタレビ・IKKO 月曜に、落語 時間変更 金曜 7:30） 

   ・10/1（木）～7（水）17 周年開局感謝祭 特別企画 4 時間生放送 

   ・10/21（水）JASRAC 調査日 

   ・10/28（水）13:30～ 中国総合通信局 免許状交付式（オンライン） 

   ・11/6（金）～ 県内 FM8 局共同制作特番放送「やまぐち UNITED」（情報解禁 11/2） 

 

 （2）地域力アッププロジェクト 

   ・「ラジオくらぶ」 8/1～スタジオ出演再開 

  ・「こども新聞 55 号」（9/30 発行）配布中 

   「こども新聞 56 号」（12/20 発行）原稿依頼中  

 

 

        



（3）番組審議 

 感謝ウィーク特別版「ラリーボイス Jam784」4 時間 SP～特別企画 スタジオでいただきます！ 

（10/1（木）～10/7（水）12 時 30 分頃～）  Pe：ラリーボイス Jam 担当 

   周南エリアの飲食店さんのお弁当をテイクアウトしてスタジオで実食、お店の情報をお届けしました。 

 

6．審議内容 

   感謝ウィーク特別版「ラリーボイス Jam784」4 時間 SP～特別企画 スタジオでいただきます！ 

  ・二人のトークが美味しそうで楽しそうな雰囲気が伝わってきた。 

   さんまのシチリアーノピザが気になった。 

  ・美味しそうな話に、どこで買えるのかを詳しく知りたかった。 

  ・ラジオでの食レポは難しいだろうと思うが、ユーモアを交えてうまく伝えている。 

  ・公益性を考えると、作る側・買う側 両者への貢献度が高い。 

   5･6 月のテレフォンリレーに続き、今回もスポンサーのつかない状況でありながらよく頑張ったと思う。 

   食レポの難しさがありながら、想像が膨らみとてもよかった。食べている音を出す演出もあるが、それを嫌う 

人もいるので、そこは難しいところだと感じる。 

料理の説明がうまく、まるでそこに見えているようだった。 

  ・掛け合いも良く、聞きやすく、聞く方も楽しくなった。 

   映像がない中で上手に食べものを説明していた。 

   地元飲食店は厳しい中での年末になるので、少人数でもぜひお店の利用を呼び掛けてほしい。 

   

7．審議機関の答申又は意見に対してとった措置の内容 

 ・今回の企画・放送についてのご意見をスタッフたちに伝えた。 

 

 

８．審議機関の答申又は意見の概要の公表 

    公表の方法  事務所への備置、自社ホームページへの掲載 

    公表の内容  議事録 

    公表年月日  令和 2 年 月 日 

 

９．その他参考事項  

次回審議会  令和 3 年 1 月 30 日（土）予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


