
パーソナリティたち
ラジオを彩る

　FMおのみちには、現在８人の
パーソナリティたちが生放送番組 
に出演し、それぞれ個性のある番
組を放送しています。
　今回は、それぞれ朝・昼・夕方 
の番組を担当している３人に、普
段は聞けない放送の裏側を聞きま 
した。

てんこさん

ジョニーさん（秋元敏宏さん）

（四辻由美子さん）

出演：ママ♥ブランチ（月～金曜）
潮風スタジオ79.4（水曜）

出演：ユウガッタ・レディオ（火・水曜）

出演：潮風スタジオ79.4（火曜）

リスナーの皆さんと「同じ感じ」を分かち合いたい
　平日の朝の番組を担当しています。１日のスタートの時間なので、ほっとしてもらえるような話
題をお届けすることが多いです。毎日放送していて嬉しいのは、リスナーの皆さんとリアルタイム
に繋がっていられること。私自身も尾道暮らしで、２年前の断水のときは「うちもまだ水が出て
ないですが、みんな頑張りましょう！」という私のメッセージに、「励まされました」というお便り
もたくさんいただきました。
　こんな今だからこそ、ラジオを聴いている皆さんに、明るい声や話題で元気になってもらえれ
ば嬉しいです。

リスナー目線で楽しい番組を
　私が担当している「ユウガッタ・レディオ」は、地元の高校生から尾道市立大学の先生や新聞
記者、教育委員会教育長まで、バラエティに富んだゲストが登場するのが魅力です。
　大学教授のお話は経済や美術など、専門的なことが多くパッと聞くと難しいこともあるので
すが、経済などは身近な生活の例に置き換えて私自身が楽しみながら聞いています。FMおのみ
ちのパーソナリティになって18年、その間に出会ったゲストの皆さんはどなたも尾道が好きなん
だな、誇りを持っていると感じます。ラジオを通して、これからもその思いをたくさん発信したい
です。

「ああ尾道っていいな」と感じてもらえたら
　リスナーの皆さんに「ああ尾道っていいなあ」と感じてもらえるような番組を目指して放送し
ています。番組の中では、尾道市内で出会った色々な人に突撃インタビューをして紹介してい
ます。私も同じく尾道に住んでいるので、話を聞くと共通の話題もあるのですが、それぞれ違っ
た人生を生きていて、一人ひとり色々なドラマがあって面白いです。
　また、災害時や新型コロナウイルス関係の情報など、緊急時には24時間体制での放送を担
当することもあります。コミュニティ放送の役割として、尾道市と連携して「避難所が開設され
ました」のような、尾道市に住んでいる皆さんが必要とする情報を、丁寧に発信していくことが
使命だと思っています。

ＦＭおのみちの

　番組をCHECK

スタジオから生放送
ママ♥ブランチ
月～金曜  10：06～

　てんこさん（河上典子さん）が送る、暮らしの
情報やイベント情報、健康生活などを素敵な
音楽と一緒にお届けする朝の帯番組。尾道市
内だけでなく、遠くは愛知県など市外にも多
くのファンがいるという人気番組。毎月１回、
平谷市長も出演しています。

潮風スタジオ79.4
月～金曜  13：06～

　５人の個性あふれるパーソナ
リティが日替わりでお届けする
バラエティー豊かな番組。曜日
ごとに異なる人気コーナーが楽
しめます。

You Gatta Radio
月～金曜  17：00～

　尾道の気になる情報がわかる
夕刊型ラジオ番組。地元紙の
ニュースや、さまざまなゲストと
のトークなど。毎月１回、尾道市
立大学の教員や、教育長が出演
するコーナーも。

インフォメーションおのみち
　イベントや生活のお役立ち情報など、市役
所から一押しの情報を週替わりでお知らせ。

 月～金曜    8：00～、11：15～、18：50～
 土曜    9：50～、19：00～
 日曜    9：50～、18：00～

原田　悟さん（生口島瀬戸田町在住）
　すぐ目の前の海が県境という場所なので（笑）、愛媛県をはじめとした色々な
ラジオ局を聴くことができますが、やっぱりFMおのみちにチャンネルを合わせて
しまいます。農作業をしながら聴くことが多いですが、尾道のこと、特に瀬戸田や
自分の知っている話題だと顔が緩んでしまいますね。私の栽培している「せとだ
エコレモン」がもっとFMおのみちに取り上げてもらえるよう頑張ります！

おのみちライフ
　「広報おのみち」の内容から、
生活に役立つ情報を日替わりで
お知らせ。
 月～金曜  10：00～、13：00～
 土曜    7：55～、13：55～
 日曜    7：55～、9：45～

防災ステーション79.4
　災害に備えるための情報をお
知らせ。
 月曜    8：10～  火曜  11：25～
 水曜    8：10～、20：55～
 木曜  11：25～  金曜    8：10～
 土曜    9：45～  日曜  18：10～

尾道ニュース・パーソナリティブログは、番組HPをチェック

尾道市からのお知らせも放送中

▲スマホ等でラジオが聴ける
　インターネットサイマルラジオ

スマホ・ＰＣでも
ラジオが聴ける！

（河上典子さん）
かわかみのり こ通

称

通
称

よっちゃん通
称

　尾道の人が必要とするピンポイントな情報を流せるのが、コミュニティ
エフエムの強みです。
　災害時には、避難所の開設場所など、全国的ネットでは放送されない情
報も知ることができます。また、放送局には非常用の電源設備もあり、停
電が発生するような大規模な災害があっても、情報を発信し続けることが
できます。
　新型コロナウイルス感染症に関しても、市内感染者が確認された場合に
はきめ細かくお知らせするほか、尾道市からの支援情報や予防に関する
情報など、尾道在住の皆さんのニーズに合わせた情報をお知らせします。

非常時にも、尾道の情報を発信

リスナー
    VOICE

ラジオを持って
いない人も、スマホ・
タブレットで聴くこと

ができます。

■FMおのみちWEB
http://www.fmo.co.jp

FMおのみち

はら  だ        さとる

あきもととしひろ

よ つじ ゆ み こ
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