
木の車椅子 

2017.05.10 

先週の「金曜みか劇場」のコーナーで映画「追憶」をご紹介しました。その中で、とても良いシーンで”木の車椅子”が登場

するんです。という話しをしました。気になって調べてみたら、以前「朝ドキッ！」という番組をやっていた時に中継でお邪

魔した、当別にある家具工房「旅する木」の須田修司（すだ しゅうじ）さんが作ったものでした。 

4/24（月）に工房に行ってきました。 

当別町の廃校になった旧東裏（ひがしうら）小学校が工房になっています。 

家具デザイナー／家具職人の須田修司さんは、小さい頃から、積み木遊びが大好きで一人でいつまでも遊び続けていたそうで

す。大学卒業後は、大手カメラメーカーの開発部門に勤務されていらっしゃいましたが、夢を叶えたくて、旭川で木工修行の

道に。2005年に独立『家具工房 旅する木』設立。2008年、当別町の今の工房へ移転します。 

木造校舎の体育館を見て一目惚れ。直ぐにこの場所に決めたとおっしゃっていました。 

一歩校舎に足を踏み入れると、昭和にタイムスリップ！！ 

木の跳び箱。平均台。みかんのネットに入った石鹸が水飲み場にあります。 

職員室の黒板には、廃校になった年の3月の行事予定がそのまま大事に保存されています。 

教室が作品の展示室になっていて、木の車椅子の試作品（1号～4号）を 

廊下に並べて下さいました。仕事の合間を縫って、専門家に相談しながら、1号機の試作に取りかかったのが2009年。 

完成までに5年の歳月がかかっています。 

1号機は足を置く部分がはじめから固定されています。 

とにかく頑丈。緩みが無い分、小さな段差も衝撃がダイレクトに伝わります。しかし、「頑丈なだけじゃダメなんだ」と、 

多少の衝撃を吸収出来る緩み中に丈夫さを求めて、更に使いやすさ、美しさ、安全を追求。試作品が増えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



映画「追憶」使用されたのが、須田さん曰く「最も美しい形」の3号機。 

1 号機と乗り比べてみると、ストッパーもあり、シートに腰を下ろす時の安心感、介助する方が小さな段差を越えやすいよう

に足を掛ける場所と重心が考えられています。 

動きもとてもスムーズ。車椅子に乗り慣れない私が乗っても、方向転換しやすかったです！使いこむほどに手に馴染み、愛着

が出そう！！ 

今回、”木の車椅子”が映画に出ることになったのは、何年も前に家具を製作させて頂いた東京のお客さまが、たまたま映画の

助監督さんで、「これから制作する映画で車椅子が大事なシーンで使われるんです。須田さんが作っている車いすがいいんじゃ

ないかと思いまして・・・」と電話がかかって来たこと。 

心をこめて家具を作り続けている中で、家具が運んできた映画出演だったのかもしれませんね。 

現在、5号機を製作中。きっと製品になるのでは！？という段階まで来ているそうです。乗る人も、押す人も、 

見る人も幸せにさせてくれる”木の車椅子”が、工房を旅立つ日も近いのかも知れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具工房 「旅する木」 〒061-0213 石狩郡当別町東裏2796-1 旧東裏小学校 

E-mail kagu@tabisuruki.com 

木の車椅子に関しては、旅する木 HP  http://tabisuruki.com/cycling-chair-4gouki.html最後の I LOVE YOU 

♪ 

HBCラジオゴルフカップ INスウェーデンヒルズ 

2017.05.07 

5/6（土）、当別町のスウェーデンヒルズゴルフクラブで開催され、時折雨の降るあいにくのコンディションの中多くの方にご

参加頂きました。ありがとうございました。 

土曜日お昼12：00から放送の「気ままにWEEKEND」終わりで、直ぐにスウェーデンヒルズゴルフクラブ向かいました。 

今回、ラウンドが終わった後のパーティーのショー＆表彰式の司会をナルミッツ！！！の水野善公ANとトピッカーの中田有

香ちゃんと私の3人でさせて頂きました。「田村美香スペシャルステージ」と名付けられておりました（笑） 

スタートの曲は ♪天城越えなんと！水野 AN がイントロ紹介をしてくれました！！静岡・伊豆の天城峠の恋物語とゴルフを

絡め、「・・・ある意味セクシークイーン、北のアン・シネこと田村美香が歌います、天城越え！」 

続いては、せっかく、スウェーデンヒルズゴルフクラブにお邪魔しているので、キャディーさんのウェアーをお借りして、3

人でこんなことに挑戦しました！ 

♪ 年下の男の子 

「ラン（美香）です。スー（有香）です。ミキ（水野）です。私たち3人揃って”キャディーズ”です！！」 

3人それぞれに個人練習し、合わせてみたのが前日でしたが、お客さまにも手拍子を頂き、とても楽しく出来ました！ 

「ねっ？！水野さん！」そして、最後にお送りしたのは、 

♪ ピンクレディーメドレー「ウーーーーーーーーウォンテッド♪」「セクシーーーーーーー♪ あなたはセクシーーーーーー

ー♪」こうして、30分で3つの衣装に早着替え！「田村美香スペシャルステージ」は終了しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も、誕生日を迎え・・・ 

 2017.05.01 

過ぎていきました（笑） 

番組にも沢山のお祝いメール、カードを頂きました。ありがとうございます。 

年を重ねるとついつい「そんなめでたくないですから！」 

なんて言ってしまいますが、素直に「ありがとう ♪」 といえる人でいたいなぁ～と、 

あとは、健康で元気に日々を送りたいなと思った一日でした。 

そして、4月から5月にかけて私の周りは誕生日を迎える人が多くて、 

（番組のパートナーの加藤雅章ANは私の翌日4/29。水野善公ANは5/18） 

プレゼントをあれこれ考える機会が多いんです。お菓子を選びに行った同じ建物の中で 

、こんなソックスを見つけました！間違えて買ったんじゃないですよー（笑） 

3枚一組のソックス。真ん中の1枚の色合いが少しだけ違っています。 

両方同じ柄。時に違う柄にして、その日の気分で変えられるのが楽しい！！ 



早速、普段からおしゃれと言われる友人にプレゼントしたところ、 

とっても喜んでくれました！この春の発見です。 

《売っているお店》 

「Anorakcity  StÖre」（アノラックシティストア）札幌市中央区南1条西15丁目1-319 シャトールレーブ201 

お問い合せ：http://anorakcity.ocnk.net/  info@anorakcity.ocnk.net  ℡：011-676-5163 

営業時間： 木金土日 13 : 00 – 18 : 00  祝祭日営業 

 

別海+福島＝美味しい 

 2017.04.10 

私の故郷・別海町のヨーグルトと 

福島の果物で作ったフルーツティー（桃）。 

ドライフルーツと茶葉が一緒になったフルーツティーは、 

先月購入した「チームふくしまプライド。」の商品です。 

http://shopping.geocities.jp/hajimeppe/index.html 

他に、梨とリンゴがあります。 

お湯を注ぐとふやけたフルーツごと飲める？（食べらる？）のが美味しい！ 

別海町から届いたヨーグルトに入れてみました！ 

これが、またイケるんです（笑） 

ログハウスフェスタ 2017 

2017.04.02 

4/1（土）2（日）、アクセスサッポロで開催された 

「ログハウスフェスタ2017」 

見て、触れて、遊んで、木の良さを体感して頂くイベント。 

今年もトベックスの橋之口さん（橋さん）と 

一緒に司会をさせて頂きました。 

良いお天気の中、親子で参加の「丸太切り競争」や 

「イス取りゲーム」、子供たちの真剣な姿に癒され、 

大人の大人気ない（？）戦いに笑い。 

物作りコーナーでは木工作、マイ箸、木ホルダーなど、 

子供たちの自由な発想に感動！ 

ツリーハウス風の滑り台は、子供たちに大人気でした。 

 

ラジオを聴いて来て下さった方や、 

番組企画の田植えに参加してくださった小2の女の子など、今回は会場で沢山声をかけて

頂きました。ありがとうございました！ 

  

美香こずアキ 3人寄ればおいしいラジオ 

 2017.03.27 

HBC創立65周年記念「HBCラジオスペシャル おいしいラジオ！」2日目午前11：00から 

「美香こずアキ 3人寄ればおいしいラジオ！」お聴き頂いたでしょうか？ 

 

3人ほぼ同期のパーソナリティー。 

これまでもガッチャンコ企画で 

3人のトーク番組をお送りすることがありましたが、 

65周年記念の特番で、番組が出来たことは幸せなことだったんだぁーと 

今頃実感しています。正に”鈍感な女”田村美香。（笑） 

あっと言う間の1時間でした。 

進行の水野さんは大変でしたね・・・ごめんなさい（笑） 

 

 私たち三者三様ですが、これからも、パーソナリティーを続けて行けるといいなぁ。 

http://anorakcity.ocnk.net/
mailto:info@anorakcity.ocnk.net
http://shopping.geocities.jp/hajimeppe/index.html


 

さくら・桜・SAKURA 

2017.03.19 

桜・満開！！！たまたま立ち寄った、デパートのロビーでお花見？！ 

啓翁桜（けいおうざくら）。同じ雪国の山形から春を運んできてくれたんですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11夢灯り手作りキャンドル点灯イベント 

2017.03.11 

今日で東日本大震災から6年。札幌市北3条広場 アカプラで、 

震災を”忘れない” ”風化させない”キャンドルの点灯が行われました。 

夢灯りキャンドルは、年末の美香フェスで私も手作りしたことがあります。 

会場では、観光客の方もメッセージを描いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やっとアクセス出来ました（笑） 

 2018.03.07 

「あれーーー？！入れないなぁ。」 

HPの管理に悪戦苦闘していたら、あっという間に3月ですね（笑） 

先週木曜日の「ナルミッツ！！！」で30年モノの炊飯器をやっと新しくしました。 

と話しましたが、新旧炊飯器の顔合わせです。 

交代式を行って、古い炊飯器さんにさよなら・・・これまでありがとう！ 

 

祝・引越し？！ 

 2017.02.21 

という理由ではありませんが、もんすけ雑巾を貰いました。 

カーナビラジオの山根あゆみちゃんが持って来てくれた手作りです！ 

どうやって作ったのか、詳しくはこちらをご覧ください↓ 

http://www4.hbc.jp/ayumi/list.php?selectdayforcal=20170213&selectmonthforcal=201702 

そんな、ミシンを自在に操る（笑）あゆみちゃんに、今まで使っていたカーテンの裾上げをお願いしたら快諾。 

ミシンを持って来てくれたんです。ありがたい！！ 

チャコペン（久しぶりに聞いた単語・・・笑）で線を引き、三つ折りにしてアイロンをあてる。あとは直線縫い。 

http://www4.hbc.jp/ayumi/list.php?selectdayforcal=20170213&selectmonthforcal=201702


こんなに綺麗に仕上げてくれました！ 

ただ、ぺろっと裏をめくると・・・、ちょっとだけ失敗しました。アイロンが、熱かったんだよね（笑） 

でも、表から見たら全然分からないのー。問題ありません！！！心から、ありがとう！！ 

・・・・・夏ものの・・・カーテンも・・あるんだ・・・・。また、お願いしていいかい（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなに変わってしまったのね 

2017.02.03 

いつの間に、こんなになってしまったのでし

ょう。 

私の冬のお気に入りアイテム。 

”動物ソックス” 

左側の”羊さん”随分と履きました 

。完全に伸びています（笑） 

でも・・・・・この伸びたゆるーーーーい感

じが良くて 

捨てられないでいました。 

見かねた友達が新しいソックスを買ってくれました。 

明日は、暦の上では立春ですが、 

新しい”羊さんソックス”に仲間も増えて、足元の動物たちは、今シーズンまだまだ活躍してくれそうです。後の I LOVE 

YOU  

 

30年前の炊飯器 

 2017.01.28 

厚真町の農家の方から「30年前の炊飯器を想定してお米を作っていませんでした。新しい炊飯器でお召し上がりください」 

60代の女性から「今のお米は昔と違って不味いお米がないので、不具合がなければ最後まで使って欲しいな」  

他にも「煮物やカレーを作る用にしてみては」「小物入れに使っては」（笑）等など 

色々なご意見を頂きました。ありがとうございます。 

今週は水野さん遅い夏休みで、木曜日の「気分上昇ワイド ナルミッツ！！！」は渕上紘行AN、金曜日は矢萩尚太郎ANと

お送りしました。木曜日のテーマ”あんなに大事にしてたのに” 

「引越しを機に30年使っている炊飯器を新しくしようか悩んでいます。」と話したらご意見が沢山届いた次第です。 

美味しいお米を食べて欲しい！！と思ってお米作りをされている農家の方のご意見が心に響きました。 

炊飯器購入の背中を押してくれるかもしれないです（笑） 



 

新酪農村展望台 

2017.01.11 

先日観た映画「海賊とよばれた男」の最後のエンドロールに 

故郷の”別海町”の文字を発見！ 

えっ？ ロケが行われたの？ 

と思い観光協会に確認してみたら、 

満州鉄道のシーンの背景を別海町の新酪農村展望台から撮影したとのこと。 

二月に行われたそうです。 

厳寒の満州の風景にピッタリだったという事なのでしょうか。 

新酪農村展望台 

名前は聞いたことがありましたが、どこにあるんだろう？ 

今週帰省した時に初めて行ってきました！ 

 

 約10mの鉄塔の展望台。階段を上がるのがちょっと怖かった！ 

晴れた日には風蓮湖や阿寒、知床連山も見えるそうですが・・・・今日は見えなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年のお正月 

 2017.01.04 

年末年始、ラジオの「気ままにWEEKEND」が大晦日まで放送があったので 

今年のお正月は、一度は行ってみたかった皇居一般参賀にでかけました。 

元日に東京入り。ヨシモト∞ホールで「ファーストライブスペシャル」トレンディーエンジェル、横澤夏子、おかずクラブ、

ピスタチオ etc・・・お笑いに疎い私でも楽しめた2時間でした。 

2日朝、泊っていたホテルの前が箱根駅伝のコースになっていることに気づく。 

せっかくなので沿道へ。駅伝の興奮ですっかり出遅れた一般参賀。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



皇居に到着荷物検査を終えて、入場を待つ長蛇の列に並ぶこと1時間20分。 

三回目のお出ましの時間（11：50）が迫る中、やっと列が動きだします。長和殿ベランダが見えてきた時、 

「3回目のお出ましは、5分前に終わりました」の声。 

「ガーーーーーン！！」 

更に・・・ 

「次のお出ましは1時間半後です」の案内に気が遠くなり。今回は諦めることに（泣） 

そこから、退場するのにまた1時間以上かかりました。足の指には水膨れ。 

何故か、マラソンを走った後のようなふくらはぎの痛さ。何もやっていないのに、何かをやり終えた感に浸った1/2でした（笑） 

新年あけましておめでとうございます！ 

 2017.01.01 

旧年中は、HBCラジオ 「気分上昇ワイドナルミッツ！！！」 

「気ままにウィークエンド」をお聴き下さりありがとうございます。本年も変わらぬご愛聴をよろしくお願い致します。 

2017年が皆さんにとって素敵な一年になりますように！ 

2016年、今年もありがとうございました。 

2016.12.30  

今日を入れてあと2日になりました。どんな年末をお過ごしですか？私は久しぶりに大晦日まで番組です。 

お昼12：00からいつものHBCラジオ「気ままにWEEKEND」をお送りします。 

春に新しく始まった2つの番組も、皆さんのお陰で無事に・・・何とか・・・（笑）2016年を終えられそうです。 

ありがとうございます。振り返ると・・・・・。 

6月下旬に毎年お邪魔している故郷別海の「尾岱沼えびまつり」では、初めての雨。 

7 月の「奥尻島バスツアー」もフェリーが出航出来るのか？！という、こちらも雨の降る中でのイベントでしたが特別な思い

出が出来ました。 

7月初めて、JAびらとりの夜まつりに呼んで頂きました。 

HBCラジオを永く聞いて下さっている方が、いっぱいいらっしゃいました。 

お盆が過ぎて、年末の「美香フェス」の準備をスタート。12月の本番に向け、9月からピアノのレッスンに通いました。 

「もう、無理かもしれない・・・」途中で諦めかけたこともありましたが、何とか（？）弾き語りができました。 

弾けるようになると、ピアノは楽しいですね♪  

次なる展開が・・・ある・・・かもしれない？？？ 

そして、フェスの一週間前。 

私・田村美香初めて短大で先生をしました・・・（笑） 

北星学園大学短期大学部 生活創造学科の講座で 

来春卒業する学生の皆さんに、 

ラジオパーソナリティーについて話したのですが、 

失敗談交えての講義を真剣に聴いて下さいました。 

あっと言う間の一年でした。来年は今年出来たことの上に、また新しいものを

積み重ねるられたらと思います。 

大変なことも多かった2016年。2017年が皆さんにとって、素敵な一年になりますように。 

2017年が皆さんにとって素敵な一年になりますように！ 

 

2016美香フェス報告 Part2 

2016.12.11 

先週金曜日のナルミッツ ”金曜みか劇場”の中でも 

拙いピアノをご披露させて頂きましたが（笑） 

そうなんです！今年の美香フェスのフィナーレは 

”ピアノの弾き語り”でした。 

曲は ♪上を向いて歩こう 

思い返せば、本番一週間前・・・。 

ホテルのリハーサルでは、何とかピアノを弾くことは出来ても 

弾きながら歌うことはできませんでした。 

「まぁ、弾けたらいいかなぁ・・・」という 

私の甘い考えをディレクターが一蹴。 

「歌って下さい！！」の厳しい指導が入りました。 

「えーーーーーーっ？！歌うのーーーー」 

ピアノは全く弾けなくて、 



9月から教室に通いはじめましたが、 

指は動かない。楽譜も追えない。 

2回目のレッスンの後には泣けてきて、「こりゃーもうダメだ。」と何度諦めかけたことでしょうか（笑） 

そんな私がここまで弾けるようになったら、よし。じゃあーーーーーなーーいのねー（涙） 

ラスト一週間で弾き語りの練習を重ねて、何とか本番を迎えることが出来ました。 

♪ 上を向ーーーいて、歩こーーーう ♪ し・あ・わ・せはーーー ♪ ひとりぽっーーーーちの夜ーーー 

間違えたところはありましたが、左手はずっとリズムを刻むことが出来て止まらないで最後まで弾き終えることが出来まし

た！！お客さまの温かい拍手。ありがとうございました。 

晴れやかな気持ちでお客さまをお見送り。 

こうして、例年と一味違った2016年の美香フェスは終了しました。 

来年はどんなフェスになるでしょうか？お楽しみに！ 

美香フェスを含めた田村美香出演のイベント情報をお送りしています。 

ご希望の方は、HPの《お問い合せ》からお申し込み下さい。 

http://tamuramika.jp/?page_id=10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016美香フェス報告 Part1 

2016.12.06 

寒さも緩んだ12/4（火）、札幌北広島クラッセホテルで「田村美香フェスティバル こんにちは美香ちゃん」を開催しました。 

総勢110名のお客様！ 

1歳から80歳台の方まで、親子3世代でいらした方もいらっしゃいました。ありがとうございます。 

オープニングはいきなりのサブちゃん！！今年は早すぎる登場です！しかし・・・、 

そんなことはお構いなく（笑）お客様と「乾杯～！！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お色直しへ・・・。 

続いては 「♪ こんにちは、赤ちゃん」ならぬ「 ♪ こんにちは 美香ちゃん」 

最近ではなかなかお目にかからない、割ぽう着に手ぬぐい姿！0歳の美香子ちゃん？を抱いて、 

会場の子供たちに風船のプレゼント！ 

おとなしかった美香子ちゃんの様子が・・・・？！ 

http://tamuramika.jp/?page_id=10


「あららら・・・・やっちゃいました・・・大きいのを（笑）」オムツも替えて、気持ち良くなったんですね。 

寝ちゃいました。「お母さんは仕事に行ってきますねー！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからは、ゲームコーナー！ 

”テーブル対抗クリスマスプレゼント争奪戦！”「ホワイトボードに答えを書いて下さ～い！ 

優勝チームには、私からの細やかなクリスマスプレゼントを差し上げます！」 

「面白い答えには、美香ポイントを差し上げま～す」 

「凄ーい！英語で書いてくれたの？！美香ポイント！！！」 

優勝チームにプレゼントをお届け。「ホントに細やか！！」って言われました（笑）経費削減で・・・・・ごめんなさい。 

来年は、もう少し頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いては、大抽選会！！13種類の賞品を72名の皆さんにドドーンとプレゼント！ 

最後は、温泉ペア宿泊券争奪じゃんけん大会！！大変な盛り上がり！！「以上、大抽選会＆じゃんけん大会でした」 

 

流れてきたイントロは・・・・。♪ 黄昏のビギン 

いつもと趣きが違うしっとり美香ちゃん 

歌いながら会場を回っていたら・・・泣けてきちゃった！嬉しくて・・・・。皆さんありがとうございます。 

そして・・・ 

本日のメインイベント！何だか写真や動画を撮ろうとする方々が集まり出しました。 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

このつづきは、後ほど。 

2016年の美香フェス無事に終了！！ 

2016.12.04 

サブチャンがカンパイ！？なぜ？泣いてるの？！挑戦！！詳しくは、後日ブログで！ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

いよいよ明日、美香フェス開催！！ 

2016.12.03 

 

 

明日の準備完了しました！ 

 

ご参加の皆さん、 

 

お待ちしています 

 

ワイドな大感謝週間、ラストウィーク！！ 

 2016.11.16 

先週の金曜日、札幌の地下歩行空間（チカホ）でのPRイベント！ 

水野ANと一緒にトークステージをさせて頂きました。気が付くと水野さんをステージの端に追いやっていました・・・・・

ごめんなさい（笑）今週、ナルミッツの中では水野さん、香菜ちゃん、私の三人が 

セレクトした「〇〇になる」賞品をプレゼント！！明日は何が出るでしょうか？お楽しみに！！ 

 

気ままにナルミッツ！！！日清麺職人スペシャル！ 

2016.11.01 

10/29（土）、イオン札幌元町店からの公開放送に 

冷たい風の吹く中、多くの皆さんにお集り頂きました！ 

「気ままにWEEKEND」と「気分上昇ワイドナルミッツ！！！」が 

コラボレーションした番組。 

HBCのスタジオは、加藤雅章ANにしっかり守って貰い、 

ステージの進行は水野よしまさANと私。ゲストのトータルテンボス、 

すずらんのお二組と楽しい時間を過ごせました！ 

ありがとうございました。 

ぜんざいとおしるこ 



 2016.10.27 

映画を観た後、甘いものが食べたくなりました。 

これは、おしるこ？ぜんざい？ 

何がちがうのか、、、よく分かってませんでした（笑） 

私が食べたのは、、、「ぜんざい」でした。 

”粒あん”＝ぜんざい 

”こしあん”＝おしるこ 

だと、お店の方がお教えて下さいました（笑） 

そんな、甘いものを欲するくらいに頭を使ったサスペンス映画を、 

明日のみか劇場でご紹介します！ 

お楽しみに。 

糖尿病啓発フェスタ 

 2016.10.24 

10/23（日）イオンモール札幌苗穂で「糖尿病啓発フェスタ」が開催され、糖尿病について知って学べるトークショーの司会

をさせて頂きました。午前中は冷たい雨もぱらつく中、多くのお客様にお越しいただきました。 

ありがとうございました！イベント開始前。自分の血糖値はどうなのか？気になって、測定コーナーで測ることに！血液採取！ 

「えーーーーーー！？自分で針を刺すの？！」「なーーーーーーんだ！簡単に出来た！！」 

 

ステージでは、秋田大学の山田祐一郎先生とのトークショー。 

自宅で簡単にできるゴムバンドを使ってするエクササイズを体験！ 

関西電力病院の平沢良和先生に教えて頂きました。 

糖尿病に関する○×クイズは、楽しみながら勉強出来ました！ 

進行は萬田記念病院の種田紳二先生、加藤真由美さん。 

イベントが終了して、ステージ上で記念写真！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これって、報道・新番組の記者会見？！（笑） 



 

美香フェス満員御礼！！ 

2016.10.23 

12月4日（日）札幌北広島クラッセホテル12階「スカイラウンジ ノースエルフィン」でお昼1時からお送りします、 

「田村美香フェスティバル～こんにちは美香ちゃん～」略して「美香フェス」。 

お陰様で沢山のお申し込みを頂き、定員となりました！！ありがとうございます！ 

只今、キャンセル待ちをお受けしています 

お問い合わせは、クレオトラベルまで。電話011-205-1980笑） 

 

ワイドFM開局記念イベント 

 2016.10.20 

10/19（水）正午、ワイドFMが開局！札幌中心の道央圏で、AMの放送がFMでも聴けるようになり、 

ビルやマンションの中でも音がクリアなんですよ。それを記念して、HBCラジオとSTVラジオが合同のイベントを行い、 

2局のパーソナリティーがトークショーを繰り広げました！ 

初めてお目にかかった吉川のりおさん。実は吉川さん、私がカーナビラジオを担当していた頃に番

組を聞いていて下さったそうです。 

「あの・・・、私よく天然と言われて、 

変な事を言うかもしれません」とご挨拶をしたら、 

「存じ上げています（笑）」と言って下さり、 

本番も的確な突っ込みを入れて下さいました（笑） 

 

その後は、内山よしこさんと。 

自由な二人のトークはどこに行くのか？！ 

内山さんは、異次元の方でした（笑） 

他局のパーソナリティーがコラボレーション。 

一昔前には考えられなかったことですが、 

楽しい時間でした！！また、出来たらいいなぁ。 


