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２０２０年（令和２年）１２月  ３日  (木 ) 晴れ 第２６９２回（当年度第１３回）例会  
 

            
点 鐘                     加藤 義晴君 

司 会             ＳＡＡ     倉知 正憲君 

国歌斉唱                     「君が代」 

ロータリーソング斉唱           「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和              冨永 典夫君 

－ 言行はそれに照らしてから － 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めか 

４．みんなのためになるかどうか 

 

ゲスト及びビジター紹介 

 
FMいちのみや株式会社取締役 

     フリーアナウンサー  秋田 久美子様 

 ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 貴重な卓話をありがとうございました。 

 

 
２０２２－２３ 国際ロータリー第２７６０地区 

 地区幹事予定者（名古屋中 RC） 

                    岩月 雅章様 

 ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 
江南市国際交流協会 

 早瀬 裕子様、佐野 宴様、若井 雄二様 

 ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 

 
                    北畑 祐二様 

 ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 

 
２０１５・２０１６各年度 米山奨学生 

                胡斯楞（フスレン）君 

 ようこそ江南ロータリークラブへ！ 
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米山奨学生 カリモフ・ムスリムジョン君 

  

会長挨拶                    

 
                   会長 加藤 義晴君 

師走に入り、今年もあと１か月足らずになりました。 

今日は今年度第１回のＳＴＳで、ＦＭいちのみや取締

役の秋田久美子さんをお招きして卓話をしていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

ロータリーの特別行事では１２月は「疾病予防と治療

月間」であります。６年前の２０１４年１０月ＲＩ理事会が

医療従事者の向上と疾病の蔓延防止などの予防、そし

て従事者への支援を強調する月間と定めたものです。

御承知のように新型コロナウイルスの感染拡大が続い

ております。一昨日発表された今年の新語・流行語大

賞に「３密」が選ばれましたが、楽しくありません。使い

たくもありません。しかし、それでも使わざるを得ない現

実です。改めて「密集、密接、密閉の３密をしない」「ヤ

メロヨ集・近・閉（しゅうきんぺい）」です。これを基本に

感染防止に努めなければなりません。 

 さて、今日は言葉遊びをさせていただきたいと思いま

す。「さ・し・す・せ・そ」さ行の効用です。社交界で働く女

性が最初に学ぶのだそうで、「さ＝さすがー・さいこうー」

「し＝知らなかった！・社長さん」「す＝すごい・すばらし

い」「せ＝センス良い・先生」「そ＝そうなんだ」などなど、

お客さんの心をたちまち奪う甘い言葉なのだそうです。

くれぐれもご用心ください。でも、考えてみますと「さ行」

の言葉は日ごろの従業員教育に大いに役立つのでは

ないかと思う次第です。 

 今日は予定が沢山ございますが、よろしくお願いいた

します。 

 

 

入会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

佐藤 弘夫君 

 

米山奨学金授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 カリモフ・ムスリムジョン君 

 

博士号取得記念品贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５・２０１６学年度 米山奨学生 胡斯楞君 

 

出席１００％表彰（５年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     加藤 義晴君 
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幹事報告   -別紙-        幹事  近藤 道麿君 

 

出席報告               委員  岩田 進市君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ３５名  １０名 ８９.７４％ 

 

ニコボックス               委員  岩田 進市君                   

○２０１９－２０年度は、伊藤ガバナー・南村地区幹事に

は、大変お世話になりました。 

                 名古屋中 RC 岩月 雅章様 

○FM いちのみや株式会社取締役/フリーアナウンサー

秋田 久美子様、本日の卓話よろしく御願いします。 

  ビジター北畑 祐二様、江南市国際交流協会より早

瀬 裕子様、若井 雄二様、佐野 宴様、２０２２－２３

年度 地区幹事予定者 岩月 雅章様（名古屋中RC) 

  ２０１５・２０１６学年度 米山奨学生 胡斯楞（フスレ

ン）君、米山奨学生 カリモフ君 

  ようこそ江南ロータリークラブへ。  

加藤 義晴、富田 清孝、近藤 道麿、杦本 哲一 

各君 

○ジョン君、フスレン君、ようこそ江南ロータリーへ。 

                          杉浦 賢二君  

○北畑くんの訪問に感謝して。 

                          堀尾 庄一君 

○２０２２－２３ 国際ロータリー第２７６０地区 地区幹

事予定者 岩月 雅章様、ようこそおいで下さいました。 

                伊藤 靖祐君、南村 朋幸君 

○今日は出席１００％表彰（５年）をいただくことになりま

した。ありがとうございます。 誠信高校女子バレーボ

ール部が県大会で優勝し、１月春高バレーに２回目

の出場が決まりました。応援よろしくお願いします。 

                          加藤 義晴君 

○本日は STS 例会です。秋田 久美子様、よろしくお願

いいたします。 

  倉知 正憲、尾関 憲市、熊澤 治夫、庄田 元久、 

古田 嘉且、冨永 典夫、沢田 昌久、岩田 静夫、

長瀬 晴義、木本 寛、濱島 聡一朗、岩田 進市、

伊藤 かね子 各君 

    

卓 話 

「伝え手として大切にしていること～地域の放送局での

活動を通じて～」 

 
FMいちのみや株式会社取締役 

 フリーアナウンサー    秋田 久美子様 

 加藤会長が大学の大先輩というご縁から、このよう

な機会を頂戴しました。ありがとうございます。 

 私が生まれ育ち、今住んでいるのも、江南市に隣接し

ている一宮市です。子どもの頃から、生活圏は江南市

で、私にとっては地元のような場所です。その地元の江

南ロータリークラブに来られて嬉しく思います。 

 私は、東海３県でフリーアナウンサーとして活動して２

１年目になります。 

 名古屋のＺＩＰＦＭというＦＭ局ではニュースや天気を

伝える仕事、地元一宮市のコミュニティＦＭ・ＦＭいちの

みやでは、市政情報番組やパーソナリティ養成に携わ

っています。 

 アナウンサーという仕事に、小学生の頃から憧れ、今

に至ります。 

 コミュニティＦＭ局に関わることになったのは、３０にな

ったくらいの頃。漠然と、自分自身がやってきた仕事で、

地元の役に立てたらいいなと思っていた矢先に、「一宮

市にコミュニティＦＭを作りたいので手伝ってもらえない

か」と誘われたからです。準備期間の２年ほどを含める

と、活動して１０年くらいになります。 

 このコミュニティＦＭの活動では、アナウンサーという

仕事の枠を超えて、地域や人との結びつきを感じ、様

々な出会いに、喜びや面白さを感じています。これから、

さらに、人と人、人と企業、企業と学校などをつなぐ懸

け橋になっていきたいと思います。「つなぐ」と言うのは、

メディアの役割だと思っています。 

 ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、今年の３

月２４日に、江南市とＦＭいちのみやは、災害時の協定

を結びました。中日新聞にも取り上げられました。災害

時には、江南市の情報を、緊急放送するというもので

す。 

 江南市と、ＦＭいちのみやに新たな結びつきができま

した。 

 この機会に、「コミュニティＦＭ」や、「ＦＭいちのみや」

についても知っていただきたいと思います。 

 さらには、私が日々の仕事を通じて感じている「話し

方」についても、お話させていただきます。   

 今、この時期だからこそ考えたい『マスク着用時の話

し方のポイント』をお伝えします。このポイントは、マスク

着用時に限らず、マスクがなくても役に立ち、健康な心

と体の助けにもなるものです。 

 

 まずは、「コミュニティ放送局」についてです。 

・コミュニティですので、県域のラジオ局とは違います。

市町村単位の放送局です。範囲も小さいです。とはい

え、放送事業ですので、ＹouＴube やインターネットラジ

オとは違います。国・総務省が免許を交付して、開局し、

放送することができます。公共の電波ですから、何を放

送してもよいというわけでなく、責任があります。 

・コミュニティ放送局は、平成４年・１９９２年の１月に、

地域の活性化などに寄与することを目的に制度化され

た放送です。最初に開局したのは、北海道函館の局で

した。 

 私が学生時代に話していたＦＭ豊橋は、この東海地

方では１番、全国では３番目に、平成５年に開局しまし
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た。ちなみに、ＦＭいちのみやは、平成２５年に開局し

た１４局のうちの１局で、全国で２８５番目に開局しまし

た。 

・周波数帯域は、７６ＭＨＺ～９５ＭＨＺ。ＦＭいちのみや

は、７６、５ＭＨＺです。 

・１９９５年の阪神大震災の後、さらには、中越地震、中

越沖地震、平成２３年・２０１１年の３月１１日の東日本

大震災の後に、コミュニティ放送局の開局数が増えて

います。これはどんなことを表しているかと言うと、「災

害時に強いのはラジオ」だと言うことです。 

・「被災地で役だったメディア」は、当日も、翌日・翌々日

も、その後１週間後も、１位は「ラジオ」です。近いところ

では、昨年の９月の千葉の台風１５号。この時は２週間

ほどにわたる大規模な停電がありました。最初のうち

はテレビの放送が観られ、携帯も使えて情報を得られ

ましたが、やはり、電気が寸断されてしまった時には、

ラジオは強いです。いつでも、無料で、手軽に情報が得

られます。電池でなくても、手回し充電のものもありま

すし、災害時に、市町村が情報を出すと、瞬時にラジオ

のスイッチが入って放送が流れる防災ラジオもあります。

ラジオ離れとも言われていますが、今は、インターネット

を通じて、スマホやＰＣからも聴くことができます。普段

は、街を盛り上げる情報や音楽などで楽しんでもらい、

いざというときに聴いてもらえるよう、ＰＲしていきたいで

す。 

・コミュニティ放送局は、２０２０年１１月現在、全国に３３

１局あります。 

・先ほども少し申し上げましたが、放送対象地域は、原

則一つの市区町村の一部です。 

平成の大合併以降、コミュニティも広域化し、地域的な

一体性がある場合には、隣接する市区町村を合わせ

て放送対象地域とすることが可能となりました。このよ

うなこともあり、江南市と、今年の３月２４日に災害時の

防災協定を結んでいます。 

・コミュニティＦＭの一番の使命は、やはり、いざというと

きの、防災・災害放送です。全国放送や県域の局が、

災害時に、第一報は伝えてくれます。そのあと、大きな

局では流してくれない小さな情報を、身近な放送局であ

るコミュニティＦＭが流します。例えば、水が買えるのは

○○のコンビニ、ガソリンを入れることができるのは△

△のスタンド、××の道路が冠水しているなど、小さな

情報というのはなかなか取り上げられません。このよう

な情報を届け、住んでいる人の生活に役立ててもらえ

るよう、ネットワーク作りも大切だと思います。 

 

 続いては、江南市と災害協定も結びました、「ＦＭいち

のみや」についてです。 

・２０１３年１月２３日に開局し、来年の１月２３日で８年

になります。アンテナは、一宮市役所の屋上にあります。

周波数は、７６、５ＭＨＺです。一宮市と近隣市町村の

一部でお聴きいただけます。 

・局は、一宮七夕まつりの行われる本町商店街の東に

あります。一宮市役所の南です。 

・昨年２０１９年４月からは、市からの委託を受け、一宮

駅の観光案内所の運営もしています。さらに、この観光

案内所内に、サテライトスタジオも開設しました。こちら

は、観光案内所ですので、一宮市内の物産の販売や、

近隣市町村のガイドブック、美術館等の案内も置いて

あります。 

・地域密着型ラジオ局を目指しています。 

・放送は、月曜から金曜まで、朝昼晩と生放送を行って

います。昼は、サテライトスタジオからの放送です。 

・放送内容は、地域密着ですので、市政情報、一宮の

名所旧跡を紹介する一宮百景百選、商工会議所ナビ、

尾張で頑張っている人や企業を紹介するあなたに会い

タイム、議会のノーカット放送などです。地域色を出す

工夫をしています。いずれは、江南市の情報も入れて

いきたいです。藤まつりの前には、毎年、澤田市長にも

ＰＲにお越しいただいています。 

・放送局と言っても、株式会社ですので、やはり収入が

必要です。個人や企業に番組を買ってもらい、自主制

作の番組も流しています。ＣＭや広告も募集をしていま

す。興味のある方はお声がけください。 

・日常の放送に加えまして、イベント時の公開生放送や

公開収録を行なっています。来年は、曼陀羅寺の藤ま

つりとともに公開放送を行いたいです。ＦＭいちのみや

を、草の根運動で広めたいと活動しています。 

・この他、地元の学校とも交流し、幅広い世代に、ラジ

オの魅力や、ＦＭいちのみやがあるということを伝えて

います。 

・防災災害時の放送では、 昨年の１１月から、一宮市

と緊急時の割り込み放送についての契約を締結しまし

た。緊急時には、普段の放送に、割り込んで、必要な

情報が流されます。 

 現在は、一宮市、江南市に災害対策本部が設置され

ると、その間、両市の情報を伝えています。江南市の

情報も入れていますので、これからは、ＦＭいちのみや

も、ぜひお聴きください。 

・そして、やはりコミュニティＦＭと言うと、一つの局の力

が小さいです。人も少ないです。これからは、ＡＩアナウ

ンサーによる情報の送出も考えています。また、市民レ

ポーター制度を作って、市民の皆さんからの情報を集

約して放送し、市民の皆さんに広く役立ててもらえれば

とも考えています。 

・課題もたくさんあります。まずは何より、もっと多くの人

に知ってもらい、関わってもらうことが一番です。情報

収集体制や防災体制の確立、経営基盤の確立を目標

にしています。さらなる営業努力をし、ファンを増やし、

より安定した経営ができるよう、努力していきます。「い

ざという時に、あってよかったと思ってもらえる放送局」

を目指しています。応援よろしくお願いします。 

 

【マスク着用の今だからこそ、見直したい！話し方の基

本！！】 

 マスクを着けるようになったら、「伝わりにくい」、「聞き

返される」、「一生懸命に話すから、労力を使って疲れ

る」、こんな経験は、皆さんにもあるのではないでしょう

か？ 
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 「仕事も在宅ワーク」、「友達と食事にも行っていない

なぁ」、「最近人と話していないかも」、こんな風に感じて

いらっしゃる方も、多いのではないでしょうか？ 

 マスクをしていると、「見えないから大丈夫！」と、マス

クの下の顔の表情を作ることをさぼりがち、口を動かす

ことも忘れがちになってはいませんか？ 

 口を動かさなくなると・・・、顔回りの表情筋が、年齢に

関係なく、「衰えます！！」。顔の筋肉が、下がります。 

マスクをつけていると、どうして伝わらない？ 

1 口が布で覆われていて、声がこもる 

2 口の動きが見えない、表情がわかりづらい（視覚

から得る情報は多い） 

マスクをしていても、伝わりやすい話し方のポイント 

1 声 通る声、芯のある声、やや高めの声で （腹式

呼吸） 

2 口の開け方が大切  

大きめに開ける、一音一音はっきりと出す、  

 口をタテに開けることを意識する （滑舌トレーニ

ング） 

 正しい口の開け方 

「あ」…指を３本縦にして入るくらい大きく開ける 

「い」…口を思い切り引き、口角を上げる 

「う」…上下左右から口をつぼめる 突き出してと

らせる 

「え」…「あ」と「い」の中間。口角を引き上げる 

「お」…「あ」と「う」の中間。口を閉じることを

意識する 

3 スピード ゆっくり、丁寧に 

4 表情 見えないからこそ豊かに 

  目尻を下げる、口角を上げる、大げさなくらいに 

5 身振り手振りを加える 

6 抑揚を付ける 

 

 「オーラルフレイル」という言葉をご存じですか？簡単

に言うと、口腔機能が低下することです。口だけでなく、

体や心の衰えにも繋がってしまいます。 

 皆様、口の体操を、日々の習慣の一つに取り入れて

みませんか？ 

 マスクをしていても伝わりやすくなる！健康を保つこと

にもつながる！道具もいらない！場所も取らない！お

金もかからない！いいことばかりです。 

 「話し方の技術」は、身に付ければ、「相手への思い

が伝わりやすい」です。相手は、「受け止めやすい」で

す。話し方の技術を磨くことは、「相手への思いやり」に

も繋がります。スムーズにコミュニケーションをとること

が出来、良い人間関係にも繋がります。 

 今日お話しした中で、少しでも皆様に役立てていただ

けることがありましたら、嬉しいです。元気な声・言葉で、

明るく２０２１年を迎えましょう。ご清聴いただき、ありが

とうございました。 

 

 

 

点 鐘                 会長 加藤 義晴君 

 

マスターズ会が開催されました 

 
 １２月６日（日）、第５９回（本年度第１回）マスターズ会

が、東建塩河カントリー倶楽部にて開催されました。 

 今大会は、伊藤靖祐ガバナー年度で西尾張分区の

ガバナー補佐を務められました篠田廣様（津島ロータリ

ークラブ）をお迎えし、絶好のコンディションのもと、いつ

も通りの熱い戦いが繰り広げられました。 

 その結果、優勝、ベスグロ（８５）ともに篠田廣様という、

ゲストをあたたかくおもてなしする江南ロータリークラブ

らしい結末となりました。 

 

交通安全啓発活動 

 

 
 １２月８日(火)、ピアゴ江南店にて江南警察署と共に、

マスクと反射材のセットを配布し、交通安全を呼びかけ

ました。 

 

写真等がございましたら広報までお知らせ下さい 

(担当 三輪 慎一郎) 


