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第 2499 回 例会 10 月 6 日（木） 

卓話 

平井憲太郎様 

 

第 2498 回 例会報告 9 月 15 日（木） 

於：總持寺宸殿 

 卓話 

佐藤 芳幸様 

エフエム西東京 代表取締役 

《ゲスト》 

本橋文直様 ベストライフ(有) 

 

 

(1)9月 22日（木）佐藤恵美さんのコンサートは、 

田無三中で開催されます。中村洋司会員、関口豊

一会員、樋口信太郎会員と私の 4名で行きます。 

(2)9 月 29 日の夜間例会は中止にして、有志によ

る懇親会とします。 

 

 

(1)「映画鑑賞会のご案内」が来ています。 

(2)「那覇南ロータリークラブメーキャップのご案

内」が来ています。 

(3)「再会 in関東」のご案内が来ています。 

(4)「ハイライトよねやま」が来ています。 

   

 
 

総 員 23名  免 除 2名 

出 席 17名  出席率 73.9% 

欠 席 6名    

 

 

■親睦委員会 小峰立丸会 

 10 月 21 日（金）武蔵野分区親睦ゴルフ大会の

参加者を募集しています。 

  

     卓話  佐藤芳幸様 

 

本日は田無ロータリークラブ様、例会にお招き頂

きまして誠にありがとうございます。 

 株式会社エフエム西東京 代表取締役の佐藤と

申します。 

 このような素晴らしい会にお招きいただきまし

て、大変光栄に思っております。そしてこのよう

な場でお話しさせていただくことに本当に不慣れ

で、皆様の前で、大変緊張しております。よろし

くお願い申し上げます。 

 私は今年６月に前社長が退任し、その後任とし

て代表取締役に就任いたしました。 

委員会報告 

 

出 席 報 告 

幹事報告     樋口 信太郎 幹事 

会長報告     齋藤 雄作 会長 
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それまで田無ファミリーランドの取締役総務部長

を勤めておりまして、３８年間勤続し定年退職し、

１年間エフエム西東京の取締役として勤務ののち

今回の大役を担うこととなりました。 

 まだまだ、駆け出しの社長でございますが、ど

うぞ皆様お見知りおきいただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 私達コミュティラジオ放送局は、１９９２年に

制度化された超短波放送用周波数を使用する放送

局です。この周波数を使用する放送事業者は県域

放送と、コミュニティ放送に区分されています。

放送エリアが地域（市町村単位）に限定される私

ども、コミュニティ放送局は、地域の商業、行政

情報や独自の地元情報に特化し、地域活性化に役

立つ放送を目指しています。今年３月現在では全

国に３３８局のコミュニティ放送局が活動してお

ります。 

 さて、弊社エフエム西東京ですが、平成１０年

に開局し、西東京市を中心に地域に密着した情報

発信、大きなメディア媒体では取り上げられるこ

とが少なくても、ここに住んでいる人には重要な

情報を積極的に伝えている、エフエムラジオ放送

局です。 

 放送エリアは、西東京市全域と一部ですが小平、

東久留米、武蔵野市、小金井市、練馬区などが放

送エリア地域になります。聴取可能エリアの人口

は 約４５０，０００人です。 

 数年前に調査した西東京市でのの聴取率調査で

は、市の２０代から６０代、約１３万人を対象と

して調査しました。それによりますと認知度６３．

７％ 約８３，０００人聴取経験率２７．７％ 約

３６，０００人、現在聴取率（１か月以内にエフ

エム西東京を聞いた人の割合）１２．７％ 約１

６，５００人という調査結果が出ています。 

 実際に、西東京市内でも電波が入りにくく放送

を聞けない地域もありますが、現在ではインター

ネットで放送を聴けるようになっています。 

 パソコン、スマートホンに無料でアプリをダウ

ンロードし、簡単に聞くことが可能となりました。

このようにコミュニティラジオの業界でもデジタ

ル化が必要不可欠となってきております。 

 では、どのような活動をしているかと申します

と、主に２つあります。１つ目は、防災・減災の

ラジオです。これは弊社の使命の一つとしてとら

えております。 

 １１年前の東日本大震災や６年前の熊本地震の

際には臨時災害放送局が立ち上がり、避難住民へ

の情報提供が大いに役立ったことが評価を得てお

ります。 

 昨今では、デジタル化は常識で、アナログは珍

しいモノへと存在感が変わってきています。しか

し、災害時には私どものアナログ地上波の情報伝

達手段が必須であることを、過去の災害でも示さ

れています。 

 今後３０年以内に マグニチュード７程度の地

震が起こるともいわれています。 

 弊社でもこの地域において、平常時から放送を

通じて防災を呼びかけ、災害時には公的機関から

の情報を的確に伝えていく他、発災時にスタッフ

が災害レポーターとしてエリア内各所の情報収集

行うことと、周辺地域のとの連携強化により情報

発信を行い、地域住民の安全・安心を守る、災害

に強い社会の実現の一翼を担うことを目指してお

ります。 

 ２つ目は、情報の発信です。交通、天気、音楽

情報、警察消防情報はもとより、特に大切にして

いるのが、人の情報です。 

 この地域には、多くの方々がサークル活動や趣

味の活動をされています。例えば、弊社番組にも

ご協力いただいている、住民自治組織の「西東京

市地域住民ネットワーク」や、様々な市民活動を

支援する「西東京市市民恊働推進センター」。事業

者間の交流を推進する、「西東京ビジネス交流会」

などがあります。また、それ以外にも商店、企業、 

学校まで、こうした方々に番組に登場していただ

いたり、取材させていただいたりして、この街の

魅力を引き出し、この街、地域の姿を伝え、お住

いの方々に「この街に住んでいたい、子供たちを

この街で育てたい」と思っていただける情報発信

を行っております、弊社は、こうした活動で得た、

人との繋がりを大切にしていきたいと思っていま

す。 

 １つご紹介したい番組がございます。 ２０２

０年から始まった新型コロナ感染症は、周知のと

おり、我々にこれまでに経験の無い、大きく長期

間の影響を与え、現在も続いております。 

 私を含め本日ご参加の皆さんや、多くの社会人

の生活様式も変化させられました。しかしその影

響は、私個人的には社会人の大人よりも、子供や

学生により大きな影響、制限が課せられていると

思います。 

 未就学の子供がマスクの着用を強いられ、学生

は、登校できずオンライン授業の実施、登校でき

ても給食時の黙食、体育祭、文化祭、修学旅行、

さらには成人式の中止等、私達が子供時代の多感

な時期に楽しんで、思い出となっている経験が、

ほとんどできずに学生生活を終えてしまうような

状況です。 

 弊社ではそんな学生、主に高校生を対象として、

「突撃、お昼の学校」という番組を制作しました。

これは弊社スタッフがお昼休みの学校にお邪魔し、

自分がやりたいこと、発表したいことが思うよう

にできない状況の中で、学生と先生も含め、学校

での活動状況や、学校生活での出来事、発表、言

いたいことなど、番組の中で少しでも発散しても 

らおうと始めた番組です。おかげさまでご好評い

ただき、学校にも協力いただき去年５月から初め

て３３回の放送を実施しております。今後も、学



生の思いを伝えるべく番組を継続していく予定で

す。 

 情報発信では他にも令和２年４月にスタートし

た「田無駅前情報発信プロジェクト」があります。

これは西東京市が推進し、アスタ西東京様と弊社

によるコンソーシアム事業です。 

 弊社では田無駅前に「まちテナ西東京」という、

地域の物産を販売する店舗と、エフエムラジオの

サテライトスタジオを併設した施設と、また大型

ＬＥＤビジョンの運営をアスタ西東京様と共同で

行い、この街のアンテナショップとして情報を発

信し、その存在を広めようと目指しているところ

です。 

 店舗では地元農家さんの新鮮な野菜や、多摩エ

リアの商品を販売、地元の人も意外と知らない、

名品と出会うことが出来ます。またサテライトス

タジオは弊社の放送はもちろんですが、市民の方

にもご利用いただけるスタジオとなっております。

動画配信や音声録音、ミニライブなどのパフォー

マンスにもご使用いただいております。 

 ここで皆さんにお聞きしますが「宇宙ビール」

をご存じでしょうか？ 

 西東京市の友好都市である山梨県北杜市の手作

り醸造所で作られたビールで、私はほとんどお酒

を飲まないので味はわかりませんが、販売と同時

にすぐ完売だそうです。 

 いつ入荷すかも予測できず、とても貴重な商品

となってうそうです。今後も仕入出来るよう調整

しておりますので、よろしければ、是非店舗にお

寄りいただきチェックしてください、その他の地

元多摩地域物産の新しい発見があるかもしれませ

ん。 

 これからも、ここからも地域の魅力ある商品と

情報を提供し、地元ラジオ局の会社として、この

地域の一員としてこの地域を盛り立て、繋がりを

大切にし、取り組んでまいります。 

 １つだけ聞いていただきたいご案内があります。 

 先程も申し上げたとおり、弊社は防災・減災活

動を積極的に行っております。西東京市とも災害

時における情報発信に係わる協定を結んでおりま

す。先日すでにご案内を、田無ロータリクラブ理

事会様に差し上げてるところですが、来月１０月

３０日日曜日、東伏見公園におきましてに西東京

市総合防災訓練が行われます。弊社ではこの防災

訓練に同時並行して、特別生番組を予定しており

ます。 

 当日は訓練会場のレポートを行いながら、実際

に災害が起きた時を想定し、地域住民、企業・団

体・店舗、スポンサー様などから広く訓練用情報

を収集するほか、会場に設置する弊社のアマチュ

ア無線局や、さらには赤十字飛行隊の協力をいた

だき、ヘリコプターからの、会場とその周辺の状

況も収集いたします。 

 番組内では災害の専門家の意見をもらいながら、

災害に対応すべき準備、心構えなど放送する予定

です。 

 この防災訓練は２０１９年から天候とコロナ感

染により中止となっており、今年４ぶりの開催と

なります。以前までの弊社の放送は会場のレポー

トだけでした。しかし、この地域唯一のラジオ放

送局として、実際に災害が発生した時、地域住民

の方々への情報発信の重要さを改めて認識し、こ

の情報収集活動を行い特別番組内で放送、発信い

たします。 

 そして皆様にご案内させていただきたいのは、

この番組のご協賛です。 

 ご協賛いただいた場合、基本は 

・企業名、団体名を事前告知と番組内での放送。 

・弊社ホームページの特設ページ内の掲載と各Ｓ

ＮＳでのリンクを発信 

・弊社マガジン８４２プレスで防災特番ページに

企業団体名を掲載いたします。 

さらにこの上のご協賛額の場合は、この特別番

組、または他の情報番組に出演していただき、団

体、企業の概要や活動内容などアピールすること

が、ラジオ放送を通して可能となります。 

 皆様にはこの訓練、また特別番組の主旨にご理

解いただき是非ともご検討いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 最後に、弊社は、来年１月３１日で開局２５周

年を迎えます。 

 これまで継続して運営できたのもの、地域の皆

様とのつながりを大切にし、多くのご支援とご協

力をいただてきたからだと思います。 

 この節目を迎える弊社ですが、私は１年前エフ

エム西東京に来て驚きました。弊社は決して余裕

のある財務状況の会社ではありませんでした、従

業員も１２人程度の少数で正社員にいたっては２

名だけです。 

「こんな体制、状況、少人数でラジオ放送局が成

り立つんだ」と、正直ショックでした。 

 しかし、１年少しの経験で分かった特徴なので

すが、それは、弊社にはどんな状況にも対応可能

な柔軟性があることだと思います。従業員の行動

力だけでなく考え方、思考もとても柔軟です。こ

れは決して定型業務だけでは済まされない、この

放送業界の特性にはとても重要なファクターだと

思います。 

 今後もこの特性を生かし、地域に密着した放送

局として地域活性の一翼を担うことを目指したい

と思います。 

 皆様に有名なダーウィンの進化論から、この言

葉をお聞きいただきたいと思います。 

“生き残る種とは、最も強いものではない。最も

知的なものでもない。それは、変化に最もよく適

応したものである。” 

 私からのお話しは以上となります。 

 本日は、私の拙い話しを、ご清聴いただき、誠



にありがとうございました。 

株式会社 エフエム西東京 

代表取締役 佐 藤 芳 幸 

 

 

 

齋藤雄作会員 

  皆様こんにちわ。 

先日の地区大会にご参加された皆様、ありが

とうございました。 

佐藤芳幸様、本日は卓話、楽しみにしており

ます。 

本橋文直様、ようこそ田無ロータリークラブ

へ。 

樋口信太郎会員 

  佐藤様、卓話を楽しみにまいりました。よろ

しくお願いいたします。 

  本橋様、本日はようこそおこしくださいまし

た。ごゆっくりおすごしください。 

飯島享会員 

  先日は地区大会お疲れさまでした。 

  入会 3年未満セミナーにも参加させていただ

き貴重なお話しをお聞きすることができまし

た。新入会員紹介では自撮りの見苦しい写真

が投影されすみません。 

  佐藤さま本日はお忙しい中ありがとうござい

ます。 

関口豊一会員 

① 小峰立丸さん会場のご提供ありがとうご

ざいます。今後とも宜しくお願いします。 

② 来週からのピアノコンサート、皆様のご

協力をお願いします。 

吉田宗泰会員 

  本日も宜しくお願い致します。 

海老沢孫顕会員 

  久しぶりの例会出席です。楽しみです。 

山田裕太会員 

  佐藤芳幸様本日はよろしくお願いします。 

  本橋文直様ようこそ田無ロータリークラブへ。 

中村洋司会員 

  久し振りの会場でたのしみでした。小峰さん

お世話になります。 

金子知未会員 

  ゲストの皆さま、ようこそ東京田無ロータリ

ークラブへおこしくださいました。すてきな

会場でごゆっくり例会をお楽しみください。 

  小峰立丸さん会場お手配ありがとうございま

す。 

  先日の地区おつかれさまでした!!! 

成田英夫会員 

  例会ごぶさたでした。 

下平章会員 

  本橋さん、ようこそお越しくださいました。 

松村哲也会員 

  佐藤様、本日の卓話、宜しくお願い致します。 

  本橋様、ようこそ田無 RCへ。是非ともご入会

ください。 

小峰立丸会員 

  (株)FM西東京代表取締役佐藤芳幸様、本日は

卓話よろしくお願い致します。 

 

本日計 13,000円 / 累計 86,000円 

 

 

◇上記の幹事報告 

◇他クラブ週報 

 

 

※  

 

 

魚伊三 

 

 
 

ＳＡＡ・例会場設営担当（11 時 50 分集合） 

＜週報担当 浦野利一会員＞ 

例 会 予 定 

10月 13日(木) バス旅行   

10月 20日(木) 卓話 南城充様 

10月 27日(木) 休会 

11月 10日(木) 理事会  

本日の昼食 

 

配布物 

 

回 覧 

 

ニコニコＢＯＸ 

 


