
　公開放送を通じて身近なコミュニティーラジオを知ってもらおうと、
燕市と三条市の両市の協力のもと、通常のスタジオを飛び出して、定期
的に出張形式で人気のラジオ番組「燕三条系さとちん電波」を生放送し
ている。昨年10月下旬、燕市産業史料館で行われた公開放送には43人
が集まり、お目当てのパーソナリティーさとちんとアシスタントのお菊と
の掛け合いに耳を傾けていたほか、番組後半には開催中の同史料館企
画展と「つばめ食べて応援キャンペーン」も紹介。普段の雰囲気とは違
う、目の前で見るラジオを楽しんでいた。
　公開放送にあたり、新型ウイルス感染拡大防止策を講じてソーシャ
ルディスタンスを保ったほか、パーソナリティーを含め集まった人には
マスクの着用をしてもらい、万全に聴衆してもらった。
　「燕三条系さとちん電波」は毎週月曜～木曜の午前9時から11時まで
ＰＰＣスタジオで、毎週金曜は三条市まちなか交流広場ステージえんがわで
公開放送している。

　新型ウイルスの影響で延期され、今年の開催が期待される東京五輪。
その聖火が2月19日（金）～23日（火）まで新潟県内5市で展示される。
嬉しいことに県央地域では唯一、加茂市が選ばれた。
　県内で展示を予定しているのは、他に妙高市・小千谷市・新潟市・胎
内市。東京五輪・パラリンピックを地方創生につなげる事業の一環で応
募があった41都道府県から14道府県が選ばれたもの。

　加茂市での展示場所や日程など詳細は加茂市スポーツ振興課
（℡0256-53-2206）まで問い合わせを。当日はマスク着用や検温、3密
回避など感染症対策にも協力を呼び掛けている。

東京五輪開会式まで半年余りとなり、ひと足早く五輪を身近に感じる
良い機会となりそうで、期待が高まる。

出張!燕三条系さとちん電波

at 燕市産業史料館

ひと足早い五輪気分を！県央地域ではここだけ

加茂市で聖火展示

　あんこ入りのわらび餅が有名な燕市吉田下町3、御菓子司 今彦の干支
金団と節分の和菓子がなんとも可愛いらしい。
　1月は干支の丑の顔をかたどった「干

え

支
と

金
きんとん

団」を、1月中旬からは節分
菓子を販売。なかでも節分菓子は鬼ならぬ、お多福顔をかたどった薯

じょうよ

蕷
饅頭の「お多福まんじゅう」を販売。鬼の商品が多い中、お多福の饅頭は
珍しく、「福は内」「家内安全」など、福を呼び込む縁起ものの和菓子だ。
どちらも一口サイズで食べやすく、寒いこの時期、温かい緑茶と一緒に
ひとつずつ頂いたら最高！考えただけでなんだか嬉しくなる。
　干支金団は1個250円、お多福まんじゅうは200円、いずれも税込み。
ほかに生クリーム入りのイチゴ大福（270円）も好評だ。営業時間は午前
9時から午後6時30分まで。
　素朴な味わいながらも創業110年の伝統を受け継いだ和菓子などが
一年を通じて楽しめる。

　自分へのご褒美やギフトにおすすめ！三条市興野3丁目に一昨年
OPENした、セレクトフードショップ「K

コ レ イ ル

OREIL」。国内外から厳選した
焼き菓子やフルーツティー、スイーツ、ドレッシング、コーヒー、調味料、
ジャムなどを提供。ここでしか味わえないこだわりの食品が手軽に手に
入るとして口コミなどでじわじわと人気が上がっている。
　なかでも一番人気が「キャラメル アーモンド プラリネ」。伝統的な

「おこし」の製法を用いてアーモンドとピスタチオに、ココナッツとクラ
ンベリーをバランス良くキャラメリゼした逸品でリピーター続出中。
営業時間は午前10時から午後6時まで。

　Instagram：コレイル三条でお店の情報をアップ中。昨年10月に新
潟市内で2号店「シラカシ」もOPEN。お店に行くことを考えるだけでな
んだか嬉しくなる予感。

注目のセレクトフードショップ
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土
Saturday

（毎週） 11：00〜11：40　県央のおもしろびと（再）

土・日
Saturday,Sunday

8：00〜8：10　倫理法人会提供番組
（第 2 ） 12：00〜14：00　★ヒジヤン★のゲームセンター768
（第 3 ） 12：00〜14：00　きよ里のわがまま土曜日
（第 4 ） 13：00〜15：00　川上真樹のMackie’s cafe ※他の時間はJ-WAVEの番組表をご覧ください

生放送 収録番組 J-WAVE ★：放送日以外はJ-WAVEになります。

info@heart768.com
0256-61-7680でんわ

E-mail http://www.heart768.com
0256-61-7688

ホームページ

FAXリクエ
ストは

こちら
まで！

FM＋＋（エフエムプラプラ）のラジオアプリをご利用頂きますと
スマホやパソコンで全国どこでも24時間聴けます。
自社番組が無いときはJ-WAVEが放送されます。

インターネットラジオ
はじまりました！
インターネットラジオ
はじまりました！
インターネットラジオ
はじまりました！

　爪に関する悩みから健康習慣までをすっきり指導してくれる情報番組
「ネイルヘルスアカデミー」。
　装いも新たに昨年12月から毎月第1水曜午後1時から1時20分まで
放送時間を拡充してお届けしています。ナビゲーターはネイリストで爪
機能改善士でもある、末廣亜紀さん。パーソナリティーひとちんの司会
進行のもと番組で分かり易く伝えている。
　末廣さんは一般の人だけでなく、野球選手やサッカー選手をはじめと
したアスリートの爪のトラブル予防などの指導も行っていることから、
昨年10月下旬には新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの外野
手・菊地悠人選手（現在は退団）がラジオ局を訪れて、爪のオイルケアの
大切さを話してくれた。

「ネイルヘルスアカデミー」は「ひとちん電波びより」内で放送。
同電波びよりは毎週月曜・水曜・金曜午前11時から午後1時50分まで。

爪のケアから始まる健康習慣

『ネイルヘルスアカデミー』
放 送 時 間 延 長！

　まるで特撮ヒーロー映画から参上したかのような風貌で3年以上前
からリスナーの枠を越えてしかも非公認ではあるものの、ラヂオは～と
応援ヒーローとして盛り上げに一役買っている「M

ミ ラ イ ズ

IRAIZ」。
その素性はなぞが多いが、実は熱狂的なさとちんファンの男性のコス
チューム姿なのだ。
　手作りのコスチュームとは思えないほど、完成度は高く、スタジオに
観覧に来た人が見入るほど。親子連れからは記念撮影をお願いされる
こともある。そんな我らがヒーローMIRAIZから本号に嬉しいメッセー
ジが届いた。

「きっと明るい未来は来る。
　一緒に描こうみんなの未来図（ミライズ）！！」
なお新しいコスチュームは製作中で、2月頃になると時折、お目見えする
予定。スタジオで出会えたときはラッキー！

今年は明るい未来図を！

ラ ヂ オは ～と応 援ヒー ロー

M
ミ ラ イ ズ

IRAIZ

各種生産ライン設計・自動化・省力化設備のことならお任せ下さい

〒959-1276
新潟県燕市小池3501番地11
TEL （0256）63-4826
FAX （0256）62-2530
E-mail：daiwa@daiwam.co.jp
URL：http://www.daiwam.co.jp/

甲田内科クリニック
内科・循環器内科・透析療法

院長 甲田　豊

〒959-0264　  新潟県燕市吉田3748
Tel.0256-92-0001  Fax.0256-92-0006


