
第 100回番組審議委員会議事録 

 

１．開催年月日 

令和 3 年 2 月 1 日（月）～2 月 27 日（土） 

２．開催場所 

  自宅にて同録 CDを聞いていただいての審議 

３．委員出席者（委員総数 5 名） 

（出席 5 名） 小林 高志・松本 祥二・石田 俊介・矢原 慎也・竹田 裕   

（事務局） 藤田 徹 ・ 藤田 素子  

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 

 ・11/4（水）下松市役所 割込み放送の業者点検 

    ・11/5（木）10:00～ 全国一斉 Jアラート訓練放送 

    ・11/6（金）～ 12:00～12:45 エフエム 8 局共同企画 やまぐちエフエム UNITED 

（県内 FM8 局によるご当地おみやげ勝ち抜きバトル） 

             11/6 カモン FM（ふぐ）×FM 山口（大内最中）   

11/13 エフエムきらら（ブランデーケーキ）×FM わっしょい（白銀） 

             11/20 FM ナナコ（チョコレート）×しゅうなん FM（ミックス甘酒）   

11/27 FM アクア（焼き鳥）×FM サンサンきらら（生シューロール） 

     12/1（火） 11:30～12:45 ファイナルステージ グランプリ決定戦/ 優勝 エフエムきらら 

・11/25（水）HYS による千石岳中継所の同軸切替器交換 

・12/21（月）13:30～15:00 JCBA 中国協議会（スカイプ） 

・12/28（月）～キッズフォトコンテスト 写真応募スタート 

・12/29（火）、30（水） 新周南 山上氏インタビュー「周南地域～1 年を振り返って」 

・1/1（金）～5（火） 年始 CM 放送 

・1/20（水）周南市・下松市 防災ラジオ起動訓練 

・2/17（水）2:00～5:00 イズミ全館停電（前日 20:00～停電準備、当日 7:30～復電作業） 

       11:00～   国民保護訓練 

・3/5（金）～7（日）第 17 回キッズフォトコンテスト（写真展示） 

         

 （2）地域力アッププロジェクト 

    ・「こども新聞 56 号」（12/20 発行）配布中 

    「こども新聞 57 号」（3/10 発行予定）3 月上旬配布予定 

 

（3）番組審議 

 ラリーボイス Jam 784～木曜日「吉永的幸福論」12:00～14:58  Pe： 吉永 達哉 

 平日お昼のワイド生放送番組！ 

日替わりテーマトークや、様々なコーナー、ゲストや中継コーナーがあります。 



6．審議内容 

  ラリーボイス Jam 784～木曜日「吉永的幸福論」 

  ・成人の日の話題。成人を迎える新成人と成人式の運営側の関係がコロナ禍での自粛要請をする政府と 

国民の関係に似ているという考察。確かにそういう見方ができます。 

ワイドショーの伝え方が政治の伝え方が悪いという論調が多いのは確かで何かしら世論操作の意図も見える。 

伝える側と受け入れ側の気構えって両方がよくないと物事が進まない気がします。 

こういうお小言もたまにはいいかも。リスナーがすぐ雑談に使えそうな話でした。 

   ＜街角スケッチ＞ 

最初自己紹介があって、声が小さくて会社名と名前が聞こえませんでした。 

会社名は「アジア物産」で何度も出てきて聞き取れて、名前は「しげとみ きほ」さんで吉永さんがずっと 

「きほさん」と呼んでいて、その「きほさん」というワードも聞き取りにくくてわかりやすい名字の「しげと

みさん」と呼んだ方が良かったのでは？ 

最初にまず、会社名と名前と+「会社の所在地」で、途中いきなり平生町というワードが出てきて少し違和感。 

「青パパイヤ」の話題は、新しい話で気になる野菜だなと感じました。 

漬物でもいいとか、酵素の王様とか、運搬が困難で流通が難しい点を克服してより広いエリアで手に入るように

なればいいなと。 

「パパイヤリーフティー」が Amazonでも買えるというアナウンス。 

具体的にリスナーが行動を起こせる情報があって有益でした。 

話の展開として、まず掴みで全体のことを伝えますが、その掴みの部分で改善の余地がある気がしました。 

 

 ・成人式の話が OPにきて、同窓会の話からの受ける側、発信側の話、コロナの政府の対応、それにどう国民が～   

という今の社会の構造。 

そういった社会全体の話につながりまして 若い人、年寄、足並みそろえなきゃな、と思いました。 

ラジオはパーソナリティさんが、きつい批判みたいなことは言えないと思うけど 

「こうしたほうがいいよね」みたいなやわらかい言い方は発信しやすい場だとおもいました。 

  重富さんをゲストに迎え、パパイア、バナナの話ですが、 

アジア物産さんの社会、地域貢献は世の中の会社の理想です。 

トークのキャッチボールから学校給食の話、青い、田布施、キーワードがどんどんでますので、 

聞いていても話の形がイメージしやすかったです。 

 

 ・成人式が近かったので直近のネタを話題に出していて内容に興味があるので面白い。 

伝える側だけでなく、受け入れてもらう側の立場も大事なのは共感しました。 

新成人の人達に、希望の言葉をかけているのは良いと思います。 

  一般の人をゲストに迎えてインタビューをする企画は好きなので聴いていて楽しかったです。 

青パパイヤは初耳なので、どんな物か気になりました。 

とても楽しそうでこっちも笑顔になりました（笑） 

管理栄養士さんの立場からも酵素の王様という凄いものなので、自分も食べてみたいです。 

「青パパ」広めます！！ 

 

 ・パーソナリティの方は、ゲストから話の引き出し方がとても上手だと思います。 

「青パパイヤ」だけのネタで話を膨らませるところが素晴らしい。 

笑い声があって楽しい雰囲気が聴いている方にも伝わっていると思います。 



コロナ禍で何かと暗いニュースが多い中、このような明るい話題は癒されます。 

 

 ・成人の日のお話、なぜか、すごく歯切れが悪いぎこちないトークだった気がします。 

吉永さん的に、コロナ禍について思うことがあったのでしょうか。 

ラジオパーソナリティさんのルールがあるのかもしれませんが、誰もが持論は持っていますし、 

一意見としてもっとはっきり伝えてもらってもいいのかなと感じました。 

アジア物産さんの青パパイヤのお話はとてもすんなり聞くことができました。 

ゲストの方の話し方が上手でゆっくりで聞きやすく、興味がわきました。 

管理栄養士さんらしい説明も良かったです。 

  若干、パプリカのくだりに「？」が浮かびましたが、吉永さんのリードのおかげで色々な角度からのお話が 

きけて楽しかったです。 

ソレーネ（道の駅）に行ったら探してみたくなりました。 

   

7．審議機関の答申又は意見に対してとった措置の内容 

・飲食店応援は、春～秋にかけての企画ものとしての積極的な取材が評価されたことをスタッフ（営業、パーソ

ナリティ、レポーターたち）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 3 年 3 月 15 日 

 

９．その他参考事項  

次回審議会  令和 3 年 4 月下旬予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 100回番組審議委員会議事録 

 

１．開催年月日 

令和 3 年 2 月 1 日（月）～2 月 27 日（土） 

２．開催場所 

  自宅にて同録 CDを聞いていただいての審議 

３．委員出席者（委員総数 5 名） 

出席 5 名、   事務局 2 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 

  ・11/4（水）下松市役所 割込み放送の業者点検 

    ・11/5（木）10:00～ 全国一斉 Jアラート訓練放送 

    ・11/6（金）～ 12:00～12:45 エフエム 8 局共同企画 やまぐちエフエム UNITED 

（県内 FM8 局によるご当地おみやげ勝ち抜きバトル） 

             11/6 カモン FM（ふぐ）×FM 山口（大内最中）   

11/13 エフエムきらら（ブランデーケーキ）×FM わっしょい（白銀） 

             11/20 FM ナナコ（チョコレート）×しゅうなん FM（ミックス甘酒）   

11/27 FM アクア（焼き鳥）×FM サンサンきらら（生シューロール） 

     12/1（火） 11:30～12:45 ファイナルステージ グランプリ決定戦/ 優勝 エフエムきらら 

・11/25（水）HYS による千石岳中継所の同軸切替器交換 

・12/21（月）13:30～15:00 JCBA 中国協議会（スカイプ） 

・12/28（月）～キッズフォトコンテスト 写真応募スタート 

・12/29（火）、30（水） 新周南 山上氏インタビュー「周南地域～1 年を振り返って」 

・1/1（金）～5（火） 年始 CM 放送 

・1/20（水）周南市・下松市 防災ラジオ起動訓練 

・2/17（水）2:00～5:00 イズミ全館停電（前日 20:00～停電準備、当日 7:30～復電作業） 

       11:00～   国民保護訓練 

・3/5（金）～7（日）第 17 回キッズフォトコンテスト（写真展示） 

 

（2）地域力アッププロジェクト 

    ・「こども新聞 56 号」（12/20 発行）配布中 

    「こども新聞 57 号」（3/10 発行予定）3 月上旬配布予定 

 

（3）番組審議 

 ラリーボイス Jam 784～木曜日「吉永的幸福論」12:00～14:58  Pe： 吉永 達哉 

 平日お昼のワイド生放送番組！ 

日替わりテーマトークや、様々なコーナー、ゲストや中継コーナーがあります。 

 



6．審議内容 

    ラリーボイス Jam 784～木曜日「吉永的幸福論」 

  ・成人の日の話題。成人を迎える新成人と成人式の運営側の関係がコロナ禍での自粛要請をする政府と 

国民の関係に似ているという考察。確かにそういう見方ができます。 

ワイドショーの伝え方が政治の伝え方が悪いという論調が多いのは確かで何かしら世論操作の意図も見える。 

伝える側と受け入れ側の気構えって両方がよくないと物事が進まない気がします。 

こういうお小言もたまにはいいかも。リスナーがすぐ雑談に使えそうな話でした。 

   ＜街角スケッチ＞ 

最初自己紹介があって、声が小さくて会社名と名前が聞こえませんでした。 

会社名は「アジア物産」で何度も出てきて聞き取れて、名前は「しげとみ きほ」さんで吉永さんがずっと 

「きほさん」と呼んでいて、その「きほさん」というワードも聞き取りにくくてわかりやすい名字の「しげと

みさん」と呼んだ方が良かったのでは？ 

最初にまず、会社名と名前と+「会社の所在地」で、途中いきなり平生町というワードが出てきて少し違和感。 

「青パパイヤ」の話題は、新しい話で気になる野菜だなと感じました。 

漬物でもいいとか、酵素の王様とか、運搬が困難で流通が難しい点を克服してより広いエリアで手に入るように

なればいいなと。 

「パパイヤリーフティー」が Amazonでも買えるというアナウンス。 

具体的にリスナーが行動を起こせる情報があって有益でした。 

話の展開として、まず掴みで全体のことを伝えますが、その掴みの部分で改善の余地がある気がしました。 

 

 ・成人式の話が OPにきて、同窓会の話からの受ける側、発信側の話、コロナの政府の対応、それにどう国民が～   

という今の社会の構造。 

そういった社会全体の話につながりまして 若い人、年寄、足並みそろえなきゃな、と思いました。 

ラジオはパーソナリティさんが、きつい批判みたいなことは言えないと思うけど、 

「こうしたほうがいいよね」みたいなやわらかい言い方は発信しやすい場だとおもいました。 

  重富さんをゲストに迎え、パパイア、バナナの話ですが、 

アジア物産さんの社会、地域貢献は世の中の会社の理想です。 

トークのキャッチボールから学校給食の話、青い、田布施、キーワードがどんどんでますので、 

聞いていても話の形がイメージしやすかったです。 

 

 ・成人式が近かったので直近のネタを話題に出していて内容に興味があるので面白い。 

伝える側だけでなく、受け入れてもらう側の立場も大事なのは共感しました。 

新成人の人達に、希望の言葉をかけているのは良いと思います。 

  一般の人をゲストに迎えてインタビューをする企画は好きなので聴いていて楽しかったです。 

青パパイヤは初耳なので、どんな物か気になりました。 

とても楽しそうでこっちも笑顔になりました（笑） 

管理栄養士さんの立場からも酵素の王様という凄いものなので、自分も食べてみたいです。 

「青パパ」広めます！！ 

 

 ・パーソナリティの方は、ゲストから話の引き出し方がとても上手だと思います。 

「青パパイヤ」だけのネタで話を膨らませるところが素晴らしい。 

笑い声があって楽しい雰囲気が聴いている方にも伝わっていると思います。 



コロナ禍で何かと暗いニュースが多い中、このような明るい話題は癒されます。 

 

 ・成人の日のお話、なぜか、すごく歯切れが悪いぎこちないトークだった気がします。 

吉永さん的に、コロナ禍について思うことがあったのでしょうか。 

ラジオパーソナリティさんのルールがあるのかもしれませんが、誰もが持論は持っていますし、 

一意見としてもっとはっきり伝えてもらってもいいのかなと感じました。 

アジア物産さんの青パパイヤのお話はとてもすんなり聞くことができました。 

ゲストの方の話し方が上手でゆっくりで聞きやすく、興味がわきました。 

管理栄養士さんらしい説明も良かったです。 

  若干、パプリカのくだりに「？」が浮かびましたが、吉永さんのリードのおかげで色々な角度からのお話が 

きけて楽しかったです。 

ソレーネ（道の駅）に行ったら探してみたくなりました。 

 

7．審議機関の答申又は意見に対してとった措置の内容 

・飲食店応援は、春～秋にかけての企画ものとしての積極的な取材が評価されたことをスタッフ（営業、パーソ

ナリティ、レポーターたち）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 3 年 3 月 15 日 

 

９．その他参考事項  

次回審議会  令和 3 年 4 月下旬予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


