
１１⽉１２⽇（⽔）やまのぼり。

⽇が落ちるのが、早くなりましたねー。みなさん、いかがお過ごしですか？

私は、毎⽇さむいさむいと過ごしています。

こんな⽇は、おこたに⼊りながら、

テレビを⾒る、なんていかがでしょう。チャンネルＯとか……ね！

さて、みなさん、今⽇の放送は⾒ていただけましたか？

今⽇は、「お宝ミッケ！！」の放送⽇でした。

先⽇、福輔さんと⼀緒に、

中名⽥地区の健康ウォークに参加してきましたよ！

⽬指すは、秘境「熊野神社」！！！

ロケ当⽇は、とても寒く、

⾬の⼼配もありましたが、

午前中は天気が持ちそう、ということで決⾏！！

地域の⽅々と⼀緒に、⼭を歩いてきましたよ♪



はい、到着！

実際には、⼀時間くらい歩いたんですよ。

まさに“秘境”！！



岩のこのあたり、顔にみえませんか？ ……⾒えない？

⾬が降ってきたので、すぐさま下⼭……。

健康ウォークが終わったあと、「男の鍋」と称した、豚汁をいただきました

おいしかったー！ おかわりしました。うふふ。

ちなみに、家に帰ってからも、ごはんを⾷べましたよ。

フライパンに盛られた野菜の下には鯛が３匹います。ふふ。おさかなづくし。



10 ⽉ 7 ⽇（⽕）熊川いっぷく時代村。

前回のブログで「今⽇から９⽉」と⾔ってから、はやくも１ヵ⽉が過ぎました。

は、早い。時がたつのは早いものです。

１０⽉に⼊り、朝晩がすごく涼しくなってきましたね。

そろそろ、おこたを出すことを検討しなくてはいけない時期ですね。

さて、週末には、この時期の恒例イベント

「熊川いっぷく時代村」に⾏ってまいりましたよ！

この旗も素敵ー！



「熊川いっぷく時代村」の、魅⼒をいくつかご紹介しますね♪

まずはこれ！レポートで乗らせていただいた、駕籠！

陽気な駕籠者さんと⼀緒に ぱしゃり！

駕籠に乗ったのは、初めて！ 想像以上に揺れました。

⼈に持ち上げられることなんて、なかなかないので、

「うわああああ すごいいいいいい なにこれええええええ」と

取り乱してしまった私。

楽しかった！ また乗りたーい！

⼈⼒⾞にも乗ってみたかったのですが、時間がなくて乗れなかったのです……残念。

次の機会には必ず！！



さて、こちらは、ゆるキャラが⼭⾞をひくイベントで

最前列に並んだ、当社のキャラクター おーちゃん！

「⼦どもたちに⼈気でしたよ」と聞いて、うれしくなりました。

愛されキャラ、おーちゃん！

まわりにいる⼥性は、おーちゃんが歩くのを⼿伝ってくれた学⽣さんだそうです＾＾

ありがとうございます！

秋は、イベントが盛りだくさんですね＾＾

次は⾷べるイベントに⾏きたいなあ。



9 ⽉ 1 ⽇（⽉）重伝建地区。

今⽇から９⽉ですね！ 早いもんです。

私が、この会社に⼊って、もう半年……。ちょっとは成⻑できたかしら？

さて、先⽇、歴史番組の撮影で、⼩浜市⻄組散策をしてまいりました。

案内⼈をしてくださったのは、「若狭の語り部」の深⾕さんです。

スタートはここ！ ⼩浜市⿅島区の、「⼩浜町並み保存資料館」から！

撮影は表で⾏ったのですが、資料館の中にも、興味深いものが沢⼭！

いくつかご紹介しますね♪



まずはこちら！ 箱階段です。

「これは、移動できるように、上下に分かれているのよ」と深⾕さん。

階段を移動するなんて発想、思いつかなかったです！

昔の家は、床が板⼀枚だったので、板を剥がせば階段の移動ができたそうです。

すごく⼤掛かりな模様替えができちゃうんですね！

この階段の下の段の⼤きめのドアの中には、

どこの家もたいてい、国旗の旗竿が⼊っていたんだとか……。

知らなかったー！



さて、お次はこちら！

古時計です！

おばあちゃんの家にあったのと、そっくり！

１０時になり、「ぼーん」という⾳が、１０回鳴りました。

この⾳もそっくり……。

思わず写真を撮り、すぐさま従姉妹に送りました。

昔、みんなでおばあちゃんの家に集まったとき、

この時計の⾳が１回になるまで起きていたことがありました。

あの時計、今はどこに⾏ってしまったんだろう？



さて、資料館を出まして、次はいよいよ、古い町並み散策です！

写真は、案内⼈の深⾕さんと＾＾

町並みでの様⼦は、ぜひ放送をご覧くださいね！

途中、⼩⾬に⾒舞われもしましたが、

深⾕さんのおかげで、和やかでとても楽しい撮影でした＾＾

「えー、もう撮影終わるの？ もっと聞きたい！」

素直にそう思った撮影現場でした！

放送は、９⽉4⽇の『ワイドわかさ』で！

初回放送はいつもの通り、１７時半、ですよっ



8 ⽉ 25 ⽇（⽉）地蔵盆。

週末に、⼩浜市⻄津地区の、地蔵盆の取材に⾏ってまいりました。

地蔵盆とは、⼦どもたちの無病息災を願う⾏事なのだそうです。

初！ 地蔵盆！ わくわく ！

あたりに響く太⿎と鉦の⾳、

それから⼦どもたちの、「なーむじーぞう」の声に

誘われ、歩いていくと・・・・・・

⾏き⽌まり？

いいえ、そうではありません、

道の真ん中に、⼩屋が！！！

この写真でわかるかしら・・・・・・？



近づいてみると、こんな感じ。

これは、組み⽴て式のお堂で、

「組⽴地蔵堂」というそうです。

慣れている⽅は、２、３時間ほどで建ててしまうそうです！ すごい！

「昔は、辻 辻に、このお堂を建てたんや」とお聞きしました。

このお堂、取材した⻄津地区では、

毎年２つの区しか出ない、貴重なものだそうです！

他の区では、集会所や集落センターで⾏うところが多いみたいですね。

上の写真は、お堂の裏側。表側はどのようになっているのでしょう＾＾わくわく＾＾



このようになっていました！

笹に結ばれた五⾊旗を⾒て、

「七⼣かざりみたーい！」と思ったのは、ここだけの話。

⼦どもたちの間では、この五⾊端を奪う「旗取り合戦」が、

毎年恒例の楽しみのひとつなんだそうです。

各お堂の前には、合戦に備えて、

⽔がつるつるいっぱい⼊った⽔鉄砲や、⽔⾵船が⽤意されていました。



その様⼦を⾒て、

「私らの頃は、（合戦が）もっと激しかったけどねえ」というお⺟さん。

「わしらの頃は、跨いでもあかんかったんや」という、おじいさん。

この世代の間に、何かがあったんでしょうね＾＾気になります！

さて、こちらは、別の区の様⼦。

ここは、⼦どもが居ない区なんだそうです。

それでもちゃんと開催するんですねー。

集会所の中には、カラフルに彩られたお地蔵様が鎮座していました！



お地蔵さんがカラフルというのも、この地蔵盆の特徴だそうです！

⼦どもたちに「何で⾊を塗ったの？」と聞いたら。

「あのマーカー……」と、ポスカを指差してくれました。

・・・・・・ぽすか？！

ポスカでお地蔵様に⾊塗ったことない！ やりたい！！！

ふふ、いつになく⻑いブログになってしまいました。

今⽇はこのへんにいたしましょうか。

カラフルなお地蔵さん、

それから、⼦どもたちの掛け声の様⼦が気になる⽅！

放送は、２７⽇の⽔曜⽇、

初回放送はいつものように１７時半ですよ＾＾

嶺北にない⾏事だったから、本当に楽しかったー！

私も、お地蔵様にポスカで⾊塗りしたーい！！



8 ⽉ 7 ⽇（⽊）いよいよいよいよ。

「若狭おおいのスーパー⼤⽕勢」が、いよいよ今週末に迫ってまいりましたね！

先⽇、スタッフTシャツが届きました。

じゃーん。今年は、こんな⾊だそうです♪

⻩緑⾊！ 抹茶ラテ⾊！

「炎」の⽂字のデザインが印象的ですね＾＾

実際に使うものを⼿元におくと、⼠気が⾼まります。

初の⽣中継！ 緊張するけれど、すごく楽しみです。

精⼀杯頑張ろうと思います。



シャツのデザインは、こんな感じ！

すでにこの写真をアップしていた（仕事が速いっ！） 松宮アナのブログを⾒た上司には、

「君たち、ボトムが同じ⾊だな」と笑われちゃいました。

仲良しなんです。ふふ。

松宮アナとは、“図らずも双⼦コーデ”のことがよくあって、

とても楽しいです。

この⾊を⾒ていたら、どうにもこうにも抹茶が⾷べたくなってようで、

抹茶が飲みたくなりました。

抹茶ラテと、抹茶アイスを買いました。おいしかった。

あ、また⾷べ物の話……。

私のブログは、⾷べ物の話が多いですね。

では、⾷べ物じゃない話も ひとつ。



ちょっとさかのぼって、先⽇の話。

海上⾃衛隊舞鶴地⽅隊の多⽤途⽀援艦「ひうち」の⼊港歓迎式の取材に同⾏しました。

「ひうち」格好良かったです！！！

この⽇は、当社に、職場体験として、中学⽣が来てくれていた⽇だったのですが、

中学⽣（インターン）をさしおいて、盛り上がる私。

わーーーーーーい！！！

左と右の写真の帽⼦、ちょっと違うのわかりますか？ 左は⼥性⽤だそうです。

盛り上がっていたら、イケメン⾃衛官さんが、

「⾃衛官の受験願書持ってきてあげようか？＾＾」と⾔ってくださいました。

いえ、今はもう少しアナウンサーで頑張りたいです。

でも、興味があるのは本当です。来世では⾃衛官になりたいです。



７⽉29 ⽇（⽕）ブドウもすきになった。

本⽇から、ブドウの収穫が始まったということで、取材してきました！

若狭の新しい特産として、期待が⾼まっている、このブドウ。

指定の品種で、糖度が１８度以上で、種無しのブドウは、

「ふくぷる」というブランドとして、販売ができるとのこと。

皆さんより、ひとあしお先に、頂いちゃいました！

あ、あまーーーーーーーいっ！！

みずみずしくって、⽪まで⾷べられちゃいます。

（⽪は⾷べなくていいって⾔われましたが、⾷べました。おいしかった。）



無農薬だから、安⼼して⾷べることができます。

種無しで⾷べやすいところも、魅⼒のひとつですね♪

私、実はブドウは痒くなるので苦⼿だったのですが、

このブドウを⾷べて、好きになりました！ 痒くない！ おいしい！

いつも、ブドウを⾷べると痒くなっていたのはなんだったんだろう……？ 農薬かな？

ちなみに、このブドウ、どのくらいのサイズかといいますと……

左が、市販のブドウ（in 松宮アナの本⽇のお弁当）。

右が、本⽇収穫した「ふくぷる」です。

けっこう⼤きい。



粒の⼤きさは、だいたいこのくらい違います。

⼤きい！

私の指と⽐べてみました。

すっごくおいしいブドウ「ふくぷる」の話題は、

本⽇、２９⽇の「ワイドわかさ」で放送です＾＾

あー、もっと⾷べたい。



７⽉ 2８⽇（⽉）スイカがすき。

先週、舞鶴若狭⾃動⾞道が開通しましたね！

それにあたり、嶺南では、いろいろなイベントや企画が催されているようです。

そのひとつに、「さとうみパスポート」があります。

先⽇、ロケに⾏ってまいりました。

この「さとうみパスポート」、

どのようなサービスがうけられるかといいますと……、

うみんぴあ⼤飯では、2,000 円以上買い物をすると、

ハーフサイズのジェラートが貰えちゃうんです。

私は、スイカとトマトとなすとしいたけとこんにゃくとクッキーを買いました。

これで2,000 円は安いっ。

買い物は、もちろん⾃腹ですよ！ 会社の経費じゃないよ！

ぜんぶ、おいしく頂きました＾＾

ジェラートは、トマト味をいただきました。

トマト味って、珍しいですよね！

⽢じょっぱくて、さっぱりしていて、おいしかったです！



７⽉22 ⽇（⽕）あつい。

先⽇、遠敷保育園の⾵船とばしのロケに同⾏しました。

きれい。

⾵船には、⼩さい紙がついていて、

みんなの願いや、すきなものがかいてあるそうです。

みんなのお⼿紙、遠くまで届くといいね！

この「⾵船とばし」は、⺟親クラブの⼈たちが、

「⼦どもたちの、思い出に残るようなイベントを……」

と考えて、企画なさったそうです。

私の両親も、私がちいさいとき、こんな気持ちだったのかな？



１８⽇の⾦曜⽇は、

「若狭歴史博物館」のリニューアルオープンの⽇でしたね。

オープンしたての博物館に、ロケに⾏かせていただきました。

このロケ、本当に楽しみだったんです。

貴重な展⽰物が並ぶ館内を、学芸員の有⾺さんにご案内していただきました。

有⾺さんの話は、ほんとうに⾯⽩い！

仕事というのを忘れて、盛り上がってしまいました。

帰りに、アンケートを書いて、⽊簡パスポートをいただきました。

これが欲しかったの！！！！！！



使⽤感のある茶⾊い⽊に、

筆で書かれたような書体の「若狭国遠敷郡」の⽂字。

⼤きさは１５センチくらいの、⼿のひらサイズです。

館内に展⽰されていた本物そっくりで、どきどきしてしまいます！

これを持って、若狭路の寺社や⽂化施設を巡ると、

この⽊簡パスポートの裏に、オリジナル朱印を押印してくれるそうです。

⽊簡パスポートで、オリジナル朱印のコレクション！

素敵！！ ぜひ、この夏の楽しみにしたいですね！

⽊簡パスポートのどきどきするポイントのもうひとつは、

裏に印字されたシリアルナンバーです。私は9４番でした。

受付で、「ブログに載せてもいいですか？」と聞いたら、

「どうぞどうぞ！ 宣伝してください＾＾」

と、受付の綺麗なお姉さんに⾔っていただけたのですが、

これは、私が宣伝しなくても、早々になくなっちゃいそうですね！

気になる⽅はお早めに！

私はこの機会に、朱印集めを趣味にしたいです。



７⽉１１⽇（⾦）広域収録

先⽇、熊川宿にある蔵カフェ「くまのこ」さんに

お邪魔させていただきました。

蔵！！！！！！ すごく！！！！！！！ 素敵！！！！！！！

将来、蔵を購⼊したいと考えている私は、

このリポートがとっても楽しみでした。

お綺麗な店⻑さんと、沢⼭お話をさせていただきました。

雰囲気のよい店内と、素敵な店⻑さん。

⾹りのよいコーヒー。そして、⼿作りのスイーツ。

幸せな時間をいただきました＾＾

スイーツが、これまたすごーく美味しいんですよお。

コンプリートしたいくらいです。

スマホを忘れてしまったので、写真は撮れず……。残念。

また今度、個⼈的に⾏こうと思います。



今⽇は、「ワイドわかさ」広域収録の

メインアナウンサーを担当しました。

私は毎週⾦曜⽇の、

「おーちゃんダンス」のコーナーを楽しみにしているので、

⾦曜⽇の収録をうきうきして迎えています。

お気に⼊りの⽩いブラウスと⽔⾊のスカートの、

「おーちゃんカラー」で出演していますので、

⾐装にも注⽬してみてくださいね。

（スカートは映っていないかもしれませんが……。）

私事ですが、

最近、かんざしを購⼊しました。

かんざしって、素敵ですよね。

しかし、髪の⽑をあまりうまくまとめることができません。

慣れていないから……というのもありますが、

私の髪は、とにかく量が多いっ！

髪を切りにいきたいなあと考えている、今⽇このごろです。



２０１４年6 ⽉３０⽇（⽉）お初戦国ロマンフェア

６⽉の２９⽇、⼩浜市の常⾼寺で、

「お初 戦国ロマンフェア」が開催されました。

武者！！！！！！！！

「開⾨！」の声とともに、武者衆の登場です！

１０⼈以上の武者衆が、お初ご⼀⾏様のお通りになる道を囲みます。



第⼀代⽬のお初さんの登場です。

なぎなたを披露しているのは、実⾏委員⻑の⼤橋剣⼼さん。

か、かっこいい〜！！！！ きゅんとする！！ きゅんきゅん！！

仕事を忘れて、⾒⼊ってしまいました。



式のあと、お初さんのお墓参りが⾏われました。

⼭をのぼる、ながーーーい階段。

この先に、お初さんのお墓があります。

この階段、どのくらい⻑いかというと、

撮影班が、「しんどいっ！ ちょっと休憩！」と、

途中で休憩をとらなければ登りきれないくらいです。



武者たちが、お初さんのお墓参りにきました。

甲冑姿のまま、階段をのぼってきたそうです！ すごい！！！

お墓参りのあと、「お初コンテスト」が開催されました。

武者衆の甲冑姿と、綺麗なお初ちゃんに、きゅんきゅんした、

「お初 戦国ロマンフェア」の放送は、

本⽇３０⽇⽉曜⽇です！！

歴史を感じるロケは、毎回楽しいです。

甲冑姿や、和服にときめきます。

でも、ここだけの話、侍より忍者がすきです。にんにん。

忍者トークをはじめたらいつまでも終わらないので、

忍者については、また今度ゆっくりお話しますね。うふふ。



２０１４年6 ⽉２５⽇（⽔）おおい町川上区にて

先⽇、おおい町の川上区に、

⽔⾞⼩屋の竣⼯式のリポートに⾏きました。

⽔⾞⼩屋と、炭焼き釜を⾒せていただきました！

初共演！ 福輔さんと！

⽔⾞は⼿作りなのだそうです。すごい。

池も素敵っ！



こちらが、炭焼き釜。

なんと、中に⼊らせていただきました。

貴重な体験でした。⽊炭の気分を味わえました。

「えっ？ 今⽇の仕事って、ミステリーハンターだっけ？」

と⾔いたくなるくらい、

⼊り⼝だけ⾒ると、ちょっと怖い……。ですが、

中は意外と広くて、壁もしっかりしていて、

安⼼感のあるつくりになっています。



「ここで暮らせるんちゃう？ 住み⼼地はどーう？」と福輔さん。

楽しいロケだった、おおい町川上区の⽔⾞⼩屋竣⼯式は、

本⽇、２５⽇の「ワイドわかさ」の

「福輔のお宝ミッケ！」のコーナーで放送です。

帰りには、バーベキューにもお邪魔させていただきました。

「川上区のいいところ、たくさん撮っていってね。」と、

私たちを暖かく迎えてくれた、おおい町川上区のみなさん、

ありがとうございました！

お⾁、おいしかったです。



２０１４年6 ⽉１７⽇（⽕） 花菖蒲。

今⽇は、⼩浜市の常⾼寺で、

花菖蒲が⾒頃だということで

リポートに⾏きました！

紫⾊と⽩が、とっても綺麗なお花でした！

ここ常⾼寺では、「花菖蒲祭」が開催されています。

４０種類、２千株の花菖蒲が植えられています。

たくさんの花菖蒲に囲まれて幸せ！



菖蒲祭開催期間は、お茶席があるそうです。

お抹茶もいただいちゃいました。

綺麗なお花を⾒ながら、お茶をいただく……。

なんて贅沢なんでしょう！

癒されました。

放送は、本⽇１７⽇、⽕曜⽇。

花菖蒲祭は２２⽇、⽇曜⽇まで開催だそうです。

みなさんも癒されに⾏ってみてくださいね。



２０１４年 6 ⽉１０⽇（⽕） トマトがすき。

みなさんこんにちは。 かわさきちさとです。

新しい傘を買おうかと思っているのですが、

⾬雲は⾒えるのに、⾬にあわない、そんな⽇が続いています。

傘を買わないうちに、梅⾬あけしてしまいそうです。

今⽇は、

若狭町の「和伊和伊亭」さんに、

リポートに⾏かせていただきました。

そう、また飲⾷店。

毎回、⾷べ物ロケは本当に楽しみな仕事のひとつです。

もっと、みなさんに美味しさが伝わるように、

⾷レポの技術も上げていきたいな！

放送は６⽉１９⽇⽊曜⽇。

「オススメ！うちごはん」のコーナーです。

おいしそうに⾷べる私を、ぜひ⾒てくださいな。

そして、みなさんもお家で作ってみてはいかがでしょうか。

私も、みなさんより⼀⾜先に、

さっそく今夜つくってみようと思います。



２０１４年6 ⽉ 6 ⽇（⽔） ！誕⽣⽇！

梅⾬⼊りが発表されたようです。

みなさん、いかがお過ごしですか？

本⽇、６⽉６⽇の「ワイドわかさ」の広域放送は、

私、川﨑が担当させていただくことになりました。

いつもの⼩⻄アナではなくて、

がっかりされたり違和感を感じたりした⽅も

いらっしゃるかもしれませんね。

⼟⽇スペシャルと⽉曜⽇の放送は、

通常通り、美⼈の⼩⻄アナでお送りしますのでご安⼼を。

来週の⾦曜⽇は、松宮アナが担当する予定です。お楽しみに！

収録は、すごく楽しかったです。

実は、本⽇６⽉６⽇は

私の誕⽣⽇です。

誕⽣⽇に広域メインアナウンサーデビューだなんて、

会社から、いいお誕⽣⽇プレゼントをいただいたなぁと

思います。感謝。

先⽇、「台湾料理 ５６７」というお店で、

台湾料理のリポートをさせていただきました。



「台湾ラーメン」と、「四川⾵煮込み」、本当においしかったです。

写真は、美味しくって感動した「四川⾵煮込み」です。⾟いっ。

6⽉ 11⽇⽔曜⽇に

「気になるSHOP！」のコーナーで放送予定です。

個⼈的にも、本当に気になっていたお店だったので、

お仕事で⾏けてラッキー☆

お料理が美味しいのはもちろん、

綺麗な店内と、気さくな店⻑さんが魅⼒的なお店でした。

さて、今⽇の放送でお伝えしたとおり、

6⽉の誕⽣⽯は真珠、そう、「パール」です。

ピンク⾊の若狭パールのネックレス、

誰かがプレゼントしてくれないかなっ。……なんちゃって。



２０１４年５⽉ 28 ⽇（⽔） 夏⽇！

この間まで寒かったのに、急に暑くなりましたね。

寒くて、⿊タイツを履いていた先週が、遠い昔のようです。

今⽇は「夏⽇」ロケに⾏きました。

⾒てください。この温度計の指す数値を。

⽇向で撮影したから、というのもありますが、

５⽉なのに、３０℃超え。これは暑い。



まるで夏がやってきたかのような「⼈⿂の浜」。

⿃も暑そうです。

何を隠そう、わたくし、かなりの暑がり。

今⽇はもちろん半袖でロケをしました。

⽇光を体いっぱいに浴びながらレポートするわたくしの姿は、

２８⽇、１７時半に更新の「ワイドわかさ」で！

⼀⽅、松宮アナは本⽇、⻘葉⼭に登っていた模様です。

こんな暑い⽇に登⼭した、松宮アナ……。

尊敬します。

冷たい飲み物を⽤意して、彼⼥の帰りを待ちたいと思います。



２０１４年５⽉ 20 ⽇（⽕） ブログ宣伝収録でした

季節の変わり⽬ですね。

毎⽇、何を着るか迷っている、かわさきちさとです。

学⽣の頃は、ずっと「ちぃちゃん」と呼ばれていました。

今⽇は、

この「アナウンサーブログ」宣伝の撮影でした。

番宣は、同期の松宮さんと、

「ああしよう」「こうしよう」と試⾏錯誤を重ねながら、

毎回楽しく撮影しています。



松宮さんは「りいちゃん」。

私は「ちいちゃん」。

これはなかなか、いいコンビになれそうです。

これからも、りいちゃんちいちゃんコンビで、

皆様に楽しんでいただけるような番組づくりを

頑張っていこうと思っています。

応援よろしくお願いします！

写真は、局社前のつつじの⽊の前です。



２０１４年５⽉１６⽇（⾦）はじめてのブログです

はじめまして！ 川﨑千聡と申します。

４⽉から、ここチャンネルＯのアナウンサーになりました。

誕⽣⽇は６⽉６⽇、

⾎液型はＯ型、

⾷べ物を美味しそうに⾷べるのが特徴です。

特に好きな⾷べ物はトマトです！

私、おーちゃんが⼤好きで、

先⽇まで、おーちゃんネイルをしていました。



出⾝は福井市です。

この、若狭おばま地域のことは、まだまだ勉強中です。

みなさん、いろいろ教えてください！

みなさんに親しんでいただけるアナウンサーを⽬指し、

精⼀杯頑張ります。よろしくお願いします！


