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■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ
■出席報告
■出席率
■ゲスト

会長挨拶

「我らの生業」
「四つのテスト」
会員４3 名中 27 名出席
64.29％ 出席計算人数 41 名
ラジオ DJ 佐野 瑛厘さん

亀井克典

ロータリーの友の 11 月号が配られたと思いますが、最
初のところにポリオワクチン投与の奉仕活動をされた
4 人のロータリアンのインタビュー記事がありました。
ポリオ撲滅がロータリーの活動です、私たちは寄付だけ
で貢献をしているわけですが、実際に現地に行ってポリ
オ生ワクチンを投与するという奉仕活動があるという
ことで、そこに参加された 4 人の方。豊沢ダイムさん
という徳島ローターアクトクラブで学生さん。
田中康さん、東京小金井ロータリークラブで歯科開業医
の先生。秋山ともみさん、東京中央新ロータリークラブ
で元キャビンアテンダントで、おもてなしの提案とかそ
ういうプロデュースをされている方。小林みきおさん、
ロータリークラブで公認会計士をして見える方。
ポリオというのは人に感染するウィルス感染症ですが、
腸管の中で増えて感染した人の排泄物で汚染された水
や食べ物を介してうつる、とされています。乳幼児が罹
患すると手足の神経がマヒしてしまうという怖い病気
ですけが、日本は 1960 年に大流行がありまして、北
海道が中心だったそうですが、その時はソ連から生ワク
チンを緊急輸入してしのいだということだそうです。そ
の後、ワクチンが定着して日本では 1980 年が最後の
感染者ということで、現在では根絶されているというこ
とです。世界でもインドで 1988 年以前には年間 20
万人くらい感染していたそうです。2014 年に根絶宣
言が出されていまして、パキスタン、アフガニスタンの
一部のみが感染地帯ということになっています。生ワク
チンは、ウィルスの病原性を薄めて作ったワクチンで、
免疫力は強いのですが、まれにワクチンを投与した人が
感染してしまうということがまれにあります。ですから
子どもの口を開けて生ワクチンを垂らすというやり方
ですので、医師でなくてもだれでも投与できるというこ
とでいろんな職業の方が奉仕活動にインドへいかれて
いるということです。
不活化ワクチンというのは、免疫を作るのに必要な成分

だけ取り出して毒性をなくしたもので、我々に一番身近
なのがインフルエンザのワクチンもそうです。これは注
射になりますから医療関係者じゃないとできないとい
うことです。
日本ではポリオは不活化ワクチンで投与されています。
インドで生ワクチンの投与について、子どもで投与を受
けた印は左の小指に紫色の色素をペンでつけるそうで、
なかなかそれは落ちないそうです。街に行ってその紫色
のついていない子を見つけてはワクチンを投与すると
いうような形で活動をされているそうです。
初心者のためのポリオの勉強会というのがオンラインで
12 月 5 日にされるということで、これはロータリーの
友の 11 月号の 14 ページに案内がありますので、私も
できたら見てみたいと思いますが皆さんも参考に視聴さ
れてはと思っている次第です。

ニコＢＯＸ
西川さん お誕生日のお祝いをありがとうございま
す。
●本日はラジオ DJ の佐野瑛り様をお迎えしてお話
を伺います。佐野様、ようこそお越しくださいまし
た。会員一同心より歓迎申し上げます。
亀井会長、松尾幹事、岩田、堀江亮介、田島、
安江、河原、加藤、水野、古川、小野、小原、
黒田、横田、後藤、武山、佐久間、髙橋、石井、
立石、堀江俊通、矢野、田中、山﨑 (敬称略)
●ニコニコ健康感謝 DAY
石井、黒田、小原(敬称略)
本日合計 61,000 円

カンボジア事業寄付
本日合計 10,000 円
累計合計 138,000 円

卓話
「音楽が繋いでくれたこと」

ラジオ DJ 佐野瑛理

ご紹介いただきましたラジオ D.J.の佐野瑛厘と申しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。本日はお写真を
いろいろお持ちいたしまして、ご覧いただきながらお話
を聞いていただければなと思います。
名古屋出身で、南山短期大学を卒業させていただいてお
りますが、小学校から高校までアメリカで過ごしました。
高校がロサンゼルスハリウッドのふもとにあるという
こともありまして、結構有名な方が卒業生にいらっしゃ
います。たとえば今年アメリカのロックの殿堂入りを果
たした 80 年代を席巻したゴーゴーズ、女性のみのバン
ドのメンバーが一人、卒業生でいらっしゃる
と言っ
てもピンとこない方も多いかもしれませんが、一番有名
な方は、つい最近ですが、ヘンリー王子と結婚いたしま
したメーガンマープルさん、ハリウッド女優の、メーガ
ン妃、彼女も実は同じ高校の卒業生ということで、一時
は卒業生にロイヤルファミリーが生まれたと若干喜ん
だのですが、何かと今、お騒がせしております。
続きまして私のことをもう少しお話しさせていただき
ますと、先程申し上げました通り、小学校から高校まで
アメリカで過ごしましたというのも、私の父、海外移住
を夢見ていたようで、アメリカで事業を起こしたいと、
飲食店を営んでいた父が急にアメリカへ行くことにな
りました。その背景に私の兄、一回り以上離れた兄がい
まして、アメリカの大学を卒業したのを機に、父がアメ
リカまで足を運んだ際に、ここでチャレンジがしてみた
いと、気が付いたら家族全員アメリカにおりました。そ
んな兄ですが、現在もハワイのロックバンド カラパナ
のベーシストでありますし、音楽ディレクターという仕
事もしておりまして、以前は矢沢永吉さんですとか、中
山美穂さんですとか
安室奈美恵さん、そして現在 EXILE さん、三代目 j soul
brotheres さんの音楽ディレクター兼ベーシストも務
めておちます。実はわたくし、ラジオ DJ になる前は、

今でいう県営名古屋空港で、日本航空の国際線のグラン
ドスタッフとして勤務しておりました。今とかなり時代
が違うなということが、制服からわかっていただけるか
と思います。そんな航空会社に就職したのですが、なぜ
今ラジオ DJ になっているかと申しますと、ちょうど勤
務し始めて 1 年半ほどたった時に、父を病気で亡くし
ましてサービス業に携わるのがつらくなり、しばらくア
ルバイト生活を続けていました。その時「ラジオ DJ オ
ーディションがあるよ」と聞き、以前から空港でも、空
港アナウンスをすると税関さんや入国管理の方から「声
が通るね」とか英語もできますので「英語での対応もで
きるね」とお褒めをいただいておりまして、そんな経緯
もありまして、声を使う仕事ってどんなんだろうと、い
ざ、チャレンジしてみました。そしてラジオ DJ オーデ
ィションンを経て、今現在ラジオ DJ、気が付けば 28
年携わらせていただいております。ラジオ DJ だけでは
なく、
2005 年日本国際博覧会愛・地球博こちらの公式エフ
エム局エフエムラバーズでメイン DJ をさせて頂いた
り、万博内の国際デー、さらに万博のグランドフィナー
レ、モリゾウキッコロというキャラクターを森に帰すと
いう大役も仰せつかりまして、さらに同じような時期だ
ったんですが、映画に出演させていただく機会があり、
名古屋ロケで、俳優の小日向文世さんが教授を演じる中、
私はテレビリポーター役で、ミラクルバナナという映画
に出演させていただきました。ラジオだけではなく海外
から訪れる有名ミュージシャンの通訳などもさせてい
ただいております。さらに司会、日本語だけではなく英
語と日本語の司会、イベントの司会、ナレーションなど
もさせていただいております。ラジオ DJ は前側にスタ
ッフがいる場所、奥にラジオ DJ ブース。名古屋だけで
はなく京阪神、関西の方でもレギュラーを持たせていた
だいておりました。
さらにラジオ DJ ラジオ局だけではなくこういったイ
ベント会場でラジオ風に盛り上げる。これは確か当時名
古屋にオープンしたソニーさんの商品を PR するため
に、ラジオ DJ 風に商品を紹介してくださいというイベ
ントで喋らせていただきました。ラジオ DJ になってま
だ半年たつか経たないかのときに、結構大物ゲストがや
ってきまして、当時は今のようにパスもないので、FM
愛知さん 鶴舞にあります通信ビル、入ったところのロ
ビーにファンの方で埋め尽くされておりまして、私もい
つものように「おはようございます」とエレベーターに
乗ろうと思ったら、警備員の方に「ちょっちょっちょ
ファンの方は下で待っててね」と呼び止められてしまい
まして、昔はこういうパスもなくラジオ局に上がってい
たんだなと思うと、セキュリティーが今では考えられな
いくらいゆるかったんだなと。携帯電話もない時代、ス
タッフの方に迎えに来ていただいて、お迎えしたゲスト
の方たちがこの方たちです。当時大人気、今でも人気で
すが、SMAP の木村拓哉さんと香取慎吾さん。香取慎
吾さんこの時まだ 15.6 歳だったと思うのですが、そん
な若いおふたりをお迎えして大スター当時からすごか
ったです。

愛知万博も、音楽がなければつながらなかったと思いま
すし、万博の中も楽曲、インフォメーションだけではな
く、いろいろなイベントにも参加させていただきました。
万博は 2005 年 9 月 25 日に、閉幕してしまいました
が、まだまだ当時は名古屋では、万博が恋しいという方
が多くいらっしゃいまして、1 年後には久屋大通公園で
大きなイベントが行われました。キッコロの隣に立って
いる私、その隣に松浦亜弥さん、その隣に夏川みりさん、
そして森山良子さんと。そして一番ふちに司会の方と一
緒にアナウンスをさせて頂いたり、なぜ CBC さんかと
言いますと、愛知県公式ラジオ局を仕切っていらっしゃ
ったのが中部日本放送、
CBC さんだったということで、
2006 年、何とテレビセットまで作っていただき、深
夜に特別生放送もやっていただきました。ラジオだけで
はなく、テレビにも出演ということだったのですけれど。
生放送は確かこの時初めてだったのですが、難なく終え
られました。
話が盛り上がればレギュラー化という話もあったので
すが、残念ながら。みなさんどこか万博にはノスタルジ
ーがあるということで、2015 年ですね、セントレア
中部国際空港の開港 10 周年と万博から 10 年という
イベントにもまた呼んでいただきまして、司会をさせて
いただき、この時はカールスモーキー石井さん、石井竜
也さんですね。万博でもかかわりがあった石井さんとの
1 時間お話しで歌わないで喋りだけという。
改めまして、現在は今夜 9 時からミッドエフエムにて
9 時から 11 時まで洋楽の音楽番組を担当しておりま
す。もしお時間ありましたら聞いてみてください。
35 本のラジオ番組とありますが、ありがたいことにこ
この数字が 37 に増えまして、とある DJ 雑誌では、
FM 部門 1 位をいただいたこともあります。改めてラ
ジオ DJ だけではなく、テレビのパーソナリティーやラ
ジオ CM テレビ CM、そして通訳翻訳とありますが、
通訳はもともとラジオ DJ をやっているときに、レコー
ド会社の方が「今度アーティストが来るのだけれど、よ
かったら音楽を知っている瑛厘ちゃんに訳してもらえ
ないかな」ということで、
通訳をやっていたら、いろんなアーティストの通訳につ
かせていただきました。
名古屋ウィメンズマラソン、去年めでたく 10 年目を迎
えましたが、名古屋ウィメンズマラソン 2016 年より
携わらせていただいております。
昨今コロナで、ラジオもなかなか、海外はもちろん国内
のゲストもお呼びすることができなくて、電話もしくは
ｚｏｏｍ、スカイプで、なかなかリアルにお会いする機
会がなくて。去年の今頃、私自身も自宅から大阪のラジ
オにリモートでお届けするという、すごくスタッフの皆
さんをてこずらせ、私もドキドキしながらの質的にもあ
まりよくない放送をやりながら、コロナのピークを乗り
切ったのではないかなと思いますが、
そんなラジオ、徐々にリアルにゲストも戻って来たり、
電話であったり、あとコンサートも再開されております
が、みなさんもそんな音楽に触れる人生楽しんでいただ
きたいと思います。

先ほどご紹介のときに、武山さんからですね、恩人とお
っしゃっていただいたのですが、通訳人生こんなビッグ
スターに私が日本語に訳したものを、大勢の観客の前で
読み上げていただけるという。武山さん、私こそありが
とうございます。こちらでございます。
<画像 英語>省略
私が訳したのは
息子はあなたに会うために、日本の学校を 5 日間もさ
ぼってきました。なので、欠席表にサインしてください。
あきれ返っているポールマッカートニーの顔がなんと
も素敵ですよね。
そしてサインを待つ息子さん。
誇らしげなお父ちゃん。このやり取りを代理で。
「瑛厘さんこれ、なんて訳すの？」と
冗談半分に、ポールに会えたらよろしくお伝えください
ね なんて言ったらこれです。
これは翌日ネットニュースにも上がっていましたから
ね。
タケヤマタクシって全部カタカナで書いてきましたか
らね。本当に音楽がこのように、音楽がいろんなところ
までつなげてくれている人生。これからも音楽を聴きな
がら、ラジオで喋りながらそして走り続けて、まだまだ
見えないゴールまで、走り続けていきたいと思います。
このような声のお仕事やっておりますので、みなさま機
会がありましたらお声がけいただけると嬉しいです。
またラジオもいろんな方面の人をお呼びして、トークゲ
ストという形でもあると思います。噂によると来年、お
昼の時間に番組持たせていただけるかもと言いうこと
で、そんな時にはみなさん、PR したいことがありまし
たらご検討いただけたらと思います。
本日は、聴いていただいてありがとうございました。

今後の例会予定
1２月 ２日（木）第 1174 回例会「年次総会」
１２月 ９日（木）第 1175 回例会「外部卓話」
１２月１８日（土）第 1176 回例会変更「Xmas 家族会」

