


ラジオであなたの名前、読まれたくありませんか？

僕はラジオが大好きです！愛してます！！

そして、よく投稿します！！

今日も読まれました！やった！

いや、数打ちゃ当たる～ってわけです。

中学生高校生の頃は、生放送は電リクか FAXで受付でした。

うちには FAXがなくて、電リクは恥ずかしかった（苦笑）

ミリオンナイツに 3回くらいしたかな？

オペレーターのお姉様に、シャイな僕はとっっても緊張しました

さっき、

「結構読まれるね～わたしも、ラジオで読まれたい」と、

言われたか言われなかったか。

実は、今日も大好きな映画『グッドモーニング,ベトナム』を観ていて、

なんだか、ちょっと思い立って、書いてみます。

ラジオっ子がお送りする『ラジオで読んでもらう方法』です。

とりあえず、思いついた 12個を。

では、Here we gooooo!!!!



ラジオで読んでもらう方法

【ラジオで読んでもらう方法１】

宝くじは、買わなくては当たりません。

ラジオは、投稿しないと読まれません。

【ラジオで読んでもらう方法２】

ラジオを聴くこと。ラジオを聴けばわかるさ。

読まれるコツがあるか？わからないよ、僕には。聴いてみて。

【ラジオで読んでもらう方法３】

聴いてみて、その場で投稿も OK。即投稿！

でも、番組の前に送ってもいいし。投稿は自由だよ。

【ラジオで読んでもらう方法４】

投稿は自由！！昔は、僕の時は、手紙と電話（電リク）や FAXだった。

でも今はメールでも、Twitterでもある。自分の好きな・出来る投稿で。

【ラジオで読んでもらう方法５】

何を投稿する？何でもいいじゃん！

リクエスト曲だけ送っても、相談でも、つぶやきでも。やっぱり自由！！

【ラジオで読んでもらう方法６】

好きなラジオを見つけよう！

DJでもパーソナリティでもアーティストでも声優さんでもアナウンサーでも。

ファンを探す。それには聴くしかない！！



【ラジオで読んでもらう方法７】

ラジオを聴ける環境を作ってみる！オーディオでも、カーラジオでも、パソコンでもスマホでも。

最近はスマホに radikoやらじる★らじるなどアプリがいっぱいあるしね！

ちょっと脱線

僕はパソコン好きのラジオっ子なので USBラジオチューナーを使ってます。

radikoやらじる★らじるなどなかった時代なので。しかも録音できてハードディスクに入るんだね！

補足：パソコン・スマホで、いつでもどこでもクリアな音で聴ける radikoはいいよ！ http://radiko.jp/

補足：radikoでは、NHK聴けないので、らじる★らじるで！ http://www3.nhk.or.jp/netradio/

http://radiko.jp/
http://www3.nhk.or.jp/netradio/
http://amzn.to/1bI9eFG


ラジオで読んでもらう方法（ちょっと上級？）

【ラジオで読んでもらう方法８】

番組の雰囲気とか喋り手の好みとか、あるかも？

洋楽中心の番組にアニメとか掛かりにくい気がする。

フォーク番組で洋楽は掛からない気がする。

ドロドロ人生相談で曲はかからない？

（あくまでも掛かりにくい気がするだけで掛かるかも）

【ラジオで読んでもらう方法９】

AMと FMって違うかも？いや違わないかな？

でもやっぱり AM・FM関わらずラジオ局によって特性があるかも？

（あくまでもあるかも？）

【ラジオで読んでもらう方法 10】

とりあえず、好きなラジオ局の周波数に合わせてみたら、どうかな？

できれば 1週間聴いてみる！！いいじゃん！ネットにも新聞にも番組表アルヨ！！

ちょっと脱線

僕が好きなラジオ局は K-mix（静岡エフエム放送）です！

静岡のいろんなところでチラシがあります。よくチラシもらってきますよ。

あと、ウェブサイトに 1週間分の K-mixの番組表があります。

他のラジオ局もあるはずです！！

【ラジオで読んでもらう方法 11】

肝心なことを忘れてた！

自分のラジオネームを忘れずに！

自分のラジオネーム持ってると読まれたらうれしい！つけましょ～ね♪

ちなみに、僕のラジオネームは『3代目カメラコゾウ』です（笑）

http://www.k-mix.co.jp/
http://www.k-mix.co.jp/on_air_catch.html


ラジオで読んでもらう方法 12

【ラジオで読んでもらう方法 12】

あとは君次第！ラジオを聴いて投稿する？しない？

それも君次第さ～。レッツ・チューニング！！



僕の唯一無二のラジオ DJ

僕が好きなラジオ DJは、DJ赤坂！

赤坂泰彦さんのミリオンナイツのおかげで今があるんだぜーぃ！！レディオマジック！！

We believe in Da Radio Magic!!

大学時代、DJ赤坂に憧れて、放送部に入部して、ちょっと DJしました。

今でもカセットテープがあります。こないだ聴いたら、お恥ずかしいです（汗）

いちおう、TOKYO-FMの DJライセンス 3級があります。

先輩に 20分のテープを送れば大概受かると言われました。

僕は滑舌は悪いですが、受かりました。大切な記念です。

2級 1級を持っている方はプロで活躍されてるそうです。

よかったら受けてみて下さい。楽しいですよ。

ここから少し、黒ラジオっ子になります。

ラジオで活躍されている方々には、大変、大変失礼ですが、
失礼ですが、「DJ」と言えば、僕はDJ赤坂泰彦だけだと思ってます！
あとは、ラジオ「パーソナリティ」かな、と。
（最近はDJと言えば「クラブDJ」が多いかも？）

他にもラジオDJがたくさんいらっしゃります。
知ってます。分かってます。
好きなラジオパーソナリティ

でも、どうしても、青春時代のDJ赤坂泰彦には勝てなくて。
赤坂泰彦のミリオンナイツで出会い、DJ赤坂のスタンダード・レディオ、赤坂泰彦の this

is the RADIO、赤坂泰彦のオールナイトニッポンと聴きました。

両親に「おまえの音楽好きは誰の遺伝なんだろう？」と言われます。

父は、僕が小さい頃に貰い物のドデカイスピーカーがありましたが、
今も昔も、父が音楽を聴いてる姿がない。

母は、僕が小さい頃、ラジカセで SBSラジオ（静岡放送）を聴いていて、
今も K-mix（静岡エフエム放送）のリスナーですが、僕ほどではない。

なんで？なんで音楽が好きか？
それは「DJ赤坂」の影響です！！
ラジオも音楽も人生も教えてもらった。

http://www.fmsounds.co.jp/tfm-music/communication/license.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84#.E8.B5.A4.E5.9D.82.E6.B3.B0.E5.BD.A6.E3.81.AE.E3.83.9F.E3.83.AA.E3.82.AA.E3.83.B3.E3.83.8A.E3.82.A4.E3.83.84


ビートルズを教えてくれた。
ホントに、いろんな音楽を教えてくれた。
洋楽の対訳もしてくれた。

今でも、大好きなDJ。僕にとっては「唯一無二」
小林克也さんも素晴らしいし、他のDJを名乗る方々も大好きです。
そう！この数年に知ったのですが、
小林克也さんの番組『SOUND IN MY LIFE』でゲストにプレゼントで対訳もしてくれて
ますね。いいですね～

きっと僕が赤坂さんの対訳を聴いたのは小林克也さんの影響かも？
でも、やっぱり、DJは赤坂さんだけにしたい。僕の青春だから。

だから、小林克也は除いて、現役ラジオDJは「赤坂泰彦」のみにさせてもらい、
その他の方々は申し訳ないですが、ラジオ「パーソナリティ」と思わせて下さい。
ゴメンなさい。ここは譲れないんです。

今でも、ミリオンナイツのステッカーを持ってます。
バインダーに貼っちゃったけど（泣）
マジックで塗っちゃったけど (号泣)

http://www.tfm.co.jp/sound/


僕の好きなラジオの映画・ドラマ

オススメのラジオ映画 1

『アメリカン・グラフィティ』

この映画を観て、DJウルフマンに憧れた少年が、DJになりました。

そう、我らが DJ赤坂泰彦！！

サントラもサイコー！

DJウルフマンジャックショー！！

オススメのラジオ映画 2

『グッドモーニング,ベトナム』

実は、今もパソコンで流してます！！しかも今日 4回目（笑）

ロビン・ウィリアムズが人気 DJを熱演しています！カッコイイ！！

どちらの映画も、アメリカンな下ネタ注意！

オススメのドラマ

『連続テレビ小説つばさ』

つばさ（多部ちゃん）もラジオ好きだったよね。

そこから・・・この続きは見てみて！

http://amzn.to/H34nFn
http://amzn.to/H34px6
http://amzn.to/H34uAO
http://amzn.to/1bhS4m8
http://www.tabemikako.com/


P.S. I Hope Your Radio-Life

P.S.

たぶん、この後、編集や追記します♪

写真付けたり、いろいろと。

そして、

最後まで読んでくれてありがとう！

やっぱり僕は、ラジオの神様を、ラジオマジックを信じる！！

We believe in Da Radio Magic!!



この本を書いたラジオっ子（3代目カメラコゾウ）

3代目カメラコゾウ

ラジオネーム

3代目カメラコゾウ

Yu.say(ユウセイ)

大好きなラジオ DJ

赤坂泰彦

好きなラジオパーソナリティ

廣木弓子 (元 K-mix/ヒロキユミコ),

南真世 (K-mix), 日下純 (K-mix), 西連地あゆみ (K-mix)

Kainatsu, じんプラットホーム (ex.ズータンズ),

高山都, 高橋正純, 福山雅治, DJ Roni, 坂本美雨, など

現在、必ず聴いてるラジオ（2013年 10月 20日現在）

ラジオマンジャック (赤坂泰彦,時東ぁみ,堂免一るこ,門司肇など)

あ、安部礼司

現在、よく聴いてるラジオ（2013年 10月 20日現在）

ディア・フレンズ (K-mix)

おひるま協同組合 (南真世 & 日下純)

RADIOKIDS(DJ Roni)

Maison de Ami(じんプラットホーム)

Rainbow Fly-Day DX(kainatsu & 辰巳健太郎)

Talking F.M.(福山雅治)

RADIO DRAGON(高山都)

Doors スキャノミクス (SCANDAL)

など

好きだったラジオ番組 (番組終了)

ミリオンナイツ (DJ:赤坂泰彦)

Shine in Naked(椎名へきる)

G1 Grouper(真矢/椎名へきる)

DEEPER STREET(真矢/椎名へきる)

2ストライク 1ボール (廣木弓子)

K-MIX Radio the Boom!(高橋正純)



K-MIX 8× 8 甲斐名都 よりみち room(kainatsu)

Rainbow Fly-Day(kainatsu)

など

Yu.say

名前 : Yu.say (ユウセイ / 裕青)

写真と共に生きるネットオタク

*

写真は「思い出の記録」

カメラは「お守り」

音楽は「主食」

ラジオは「心の友」

パソコンは「自分の可能性を最大限に引き出す道具」

インターネットは「情報収集と表現するの場所」

インターネットの世界は「生活の一部」

読書は「価値観形成の教科書」

青は「大好きなラッキーカラー」

思想は「意識の流れ (Stream of consciousness)」つまり「気紛れ」

***

思い出を残すものだった写真。

写真で表現することを知った。

表現することで思い出ができた。

まだ自分の色がないブレブレ・アマチュアフォトグラファー。

いろいろな刺激を受けて思い出を作っていきたい。

*

主食は音楽です。

音楽の食わず嫌いはしません。

***

ウェブサイト：http://yusay.net（絶賛改装中）

Twitter：@yusay , @yusay25

Facebook：http://www.facebook.com/yusay.net

http://yusay.net
https://twitter.com/yusay
https://twitter.com/yusay25
http://www.facebook.com/yusay.net


Yu.say



更新履歴

2013年 10月 20日 1時 45分 初版 1刷

2013年 10月 20日 2時 05分 初版 2刷


