“jupia”ってどういう意味!?
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Oさん

新入社員ご紹介

営業部
Sさん

「宮 崎 を 楽 し む 大 人 の 情 報 誌」を 謳 う

Vol.2

宮崎へ来て14年目の春を迎

『jupia（じゅぴあ）』ってどういう意味？よ
く聞かれる質問です。
じゅぴあの「じゅ」は樹木の「じゅ」、「ぴ
あ」はユートピア（理想郷）の「ぴあ」です。
すっくと立つ樹木のように、自分の足で立つ、
自立した大人が、ここ宮崎の地で理想のライ
フスタイルを実現するためのお手伝いをした

学生時代から印刷や出版に興味があ

インターンシップをきっかけに鉱脈

弁が出てしまうのですが、生粋

り、高校では新聞部、大学では印刷や

社での仕事に興味を持ち、鹿児島から

の宮崎人の方からすると、少し

本についても学んでいました。地元宮

宮崎に移住してきました。読者であり、

イントネーションや使い方が違

崎で興味のあった仕事に携わる仕事が

情報の提供者である地域の方々との信

うそうです。本当の宮崎人にな

したいと思い、入社しました。好きな

頼関係を大切にしながら、仕事に励ん

れる日は、まだまだ遠そうです。

ものはインクの匂いと紙がこすれる音

でいきたいと思っています。宮崎のい

です！社会人１年目で、まだまだ未熟

いところを私もどんどん知っていきた

ご好評をいただきまして無事に Vol.２を発行します ! 今月号は、

な新入社員ではありますが、これから

いです！よろしくお願いします♪

この春から入社するフレッシュなニューフェイスをご紹介ッ !!

い！そんな想いをこめた誌名です。
日々の暮らしは堅実に地に足つけて、でも
大切なものや人にはそれなりのお金と時間を

4月15日発売の
初夏号は「眺めの
いいカフェ＆レストラ
ン」特集ですよ～

かけたい…そんな大人たちに向けた情報誌を
めざしています。私も含め大人になると、あ
れもこれも飛びつきたいわけではなく、ある
程度セレクトされた質のいいお店やものを知

編集部
Yさん

最後のページまでお楽しみください。

頑張っていきたいと思います。

母の日のギフトとしての宮崎国際音楽祭

2018.４

冨永 郁

チョキチョキがとまりません

毎年、宮崎国際音楽祭へ母とでかけることになっています。

総務部
Kさん

「あ、聴いたことがある！」という映画音楽やポップスを中心

ではなく。
なので、そんな暮らしを意識し始めたら、
あなたもjupia世代!!

営業部
Sさん

恒例の母娘行事

koumyaku paper magazine

チョイスするプログラムはビギナー向けのもの。つまりは、

りたいですよね〜。けっして高級という意味

通信

えました。いまでは自然に宮崎

工場長
Tさん

ほっと
一息

思い切り私事ですが、同級生

ピョンチャンオリンピックが

の友だちが３人目となる子ども

終わり、次はサッカーＷカップ!!

の父親に！３人はすごいなあ。

そして来年はラグビーＷカップ!!

それだけでリスペクトです。お

次は東京オリンピックと続く。

めでとうございました！落ち着

いろいろなドラマ、感動をいっ

いたらお祝いしましょうね！

ぱい与えてほしい!!と思いながら、
日々の仕事に励んでいます。

制作部
Tさん

昨年末、市民の森でイペーの苗木を頂きました。イペープロジェクトといって、

に演奏されるプログラムです。おととしは、大河ドラマ「真田
丸」のヴァイオリンソロを弾いている三浦文彰さんを迎えて、
「真田丸」のテーマ曲を聴くことができました。しかも、指揮
者はテーマ曲を指揮している下野竜也さん！これは感動でした。
素晴らしくて、母娘して泣いているという、、、。昨年は、「ス
ターウォーズ」のテーマ曲、全４曲（メインテーマやダースベ
イダーのやつなど）をこれまたフルオーケストラで聴け、ただ
ただ感涙。若い頃より「ウィーンフィルのニューイヤーコン
サートに行くのが夢」の母。父が他界し、私もさすがにウィー
ンは、、、なので、母の日のギフトも兼ねて、宮崎国際音楽祭で
ウィーン気分を味わってもらっています。今年も楽しみです！
営業部
Hさん

最近の晩酌はもっぱら焼酎です。以前はワインを嗜んでいま
したが、その日の体調によっては残すこともあり、もったいな
いなーと思いながら流し台に捨てていました。が、「焼酎だっ

平和・幸せの色である黄色の花を咲かせるイペーを各家庭に増やし、「イペーのま

たら、水やお湯や炭酸水で割って調整できるわー♪♪」と今さ

ち」として全国にアピールしようという取り組みを行っているとのことでした。

らながら焼酎の使い勝手のよさに開眼☆ただ父や義父のように

南米原産の花木で寒さに弱いということで、植木鉢に植え替え室内で育てていま

一升瓶を買う勇気もなく＆夫の目が気になり、お手軽なカップ

したが、最近温かくなってきたので外へ。日当たりの良い所でスクスク育ってほし

酒を購入しております。意外にカップ酒の種類も豊富で、定番

いと思っていたら、春嵐で葉が落ち丸裸に……。

は雲海酒造さんの木挽ブルー。友人からもらった大塚園さんの

もう駄目だろうかと覚悟していたところ、枝先に芽を発見!! イペー、強い!! 花が

緑茶と割って健康的に呑んでいます！たまーーにいく居酒屋で

咲くまで何年かかるかわかりませんが、大きく育てて、宮崎が「イペーのまち」と

の定番は吉野酒店さんの庄三郎なので、いつかカップ酒版で販

してアピールできる手助けになれればと思います。

売してくれないかな♪と期待です。

佐藤 帆乃佳

上原 なつみ

大学では日本文学や日本語教育について勉強し、卒業後は広告の仕事に関わ
っておりました。座右の銘は「刻苦勉励」です。これからは地元宮崎で出版業
に携わることができ、大変嬉しく思います。趣味のクロスバイクで県内を行っ
たり来たりしながら、県内の楽しい情報をたくさん見つけていきます！

評更新中
取材・得 情報 好

Facebook

宮崎を楽しむ大 人の情 報 誌

Facebook 鉱脈社
Facebook
当社では使用済みの切手を捨てずにとっておきます。４〜５年
して袋いっぱいになった頃、近くの郵便局に持って行きます。
本来ならば封筒ごと捨ててしまう物なのですが、何かの役に立

townmiyazaki.ne.jp

つとのことなのでチョキチョキしては袋の中へ。
どこかで何かの役に立っていると思うとチョキチョキがとまり
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ブデザイン

未来屋書店
×

インクルーシ
編集部
Mさん

やざきとのコラボが、３月からスタートしました。さっそく売場を見に伺
ったのですが、スケールの大きさにビックリ。約450坪の広さに16 〜 20
万冊の書籍や雑誌を販売していると聞き、数の大きさについていけずまた
ビックリ。店頭にずら〜っと並んだテーブルの1つにタウンみやざき特設
コーナーを設置していただいています。コラボ第1弾は【本から飛び出す
フェア】。３月号の「雑貨マルシェ」掲載店舗のなかから、ジャンクマポ
ットさまとatelier tetotetoteさまに特設コーナーで商品を展示・販売し
ていただいています。
「書店と地域の連携を」という同店の○○○店長の思いで実現した今回
の企画ですが、編集部のメンバーも「こんな形があったんだ！」と新しい
可能性にワクワク。「紙」という媒体が厳しい時代に突入し、私たちも少
しずつWebやSNSといったデジタル媒体に取り組みはじめましたが、
未知との遭遇

使いやすい物をデザイン制作することは同じなのですが、デザインの企画のア

最近特に「なんだそれ？」と思った言葉があり

昨年、日本サッカーの4部リーグ

ます。それは 私家版 です。初めて聞いたとき

に あ た るJFLに 昇 格 し た ク ラ ブ

は全く意味がわからないし、想像もつきません。

チーム「テゲバジャーロ宮崎」。サ

字を見ても正直ピンとこなかったのです。

ッカーにまるきし興味のなかった

プローチが異なります。
「ユニバーサルデザイン」はできるだけ多くの人にリサーチし、そのなかで
多数意見にもとづいてデザインするのに対して、「インクルーシブデザイン」

を持つ人は、先んじて不自由を体験している先駆者と考えます。その人たちの

んどという、とってもレアな本。最大の違い

意見をもとにすれば、障がい者・高齢者はもちろん一般の人も使いやすい物が

は帯！帯がなくてビックリしました。

この考え方は、障がい者に社会での活躍の場を大きく広げます。「インク
ルーシブデザイン」を我が社にも取り込めないか考えているところです。

ある

捨てるつもりだったA４の紙１枚で作ったた

できて人やモノの流れに変化が訪れています。私たちの有り様にも変化が

だの箱なのですが、想像以上に丈夫。

求められているのかもしれません。今回のコラボレーション企画をきっか

作りながら絶対倒れるだろうと思っていたけ

けに、タウンみやざきが「宮崎」という地域を盛り上げる１つのハブにな

れど、実際に使ってみると倒れる気配が１ミリ

りたい。まだまだ手探りで力不足のところもありますが「未来屋書店×タ

もしません。

ウンみやざき×地域」を実現すべく、今後の展開を計画しています。

「いいじゃん！紙すごいじゃん。」と思っていま
したが、ただひとつ、捨てるはずだった紙を使って
まで何を辛抱しているのだろうという気持ちになって
くるのが最大のデメリットです。

新しい古民家のカタチ現る

々と交流できる場所にしたいと思いました」と担

売り切れ御免のランパス完売目前!!!

古民家れすとらん福岡が４月26日に刊行され

当者。その思いに賛同したデザイナー有馬裕之氏

『ランチパスポート都城版VOL.３』

ますが、今回はめずらしいスタイルの古民家を取

が中心となって家屋のリノベを担当。長い間廃屋

材しました。福岡市で薬局を営む会社がうきは市

になっていたボロボロの建物を、四方をガラス張

に作った『きふね』という、蕎麦屋と宿が一緒に

りにした洒落たオープンキッチンの作りにし、不

なった古民家です。

思議な中二階なども設置して斬新さが光る建物に

掲載店さま、書店さま、コ
ンビニさまのご協力のおかげ
で売れ行き好調です。
そして何より、購入いただ
いた皆さま、期間（５月末ま
で）ギリギリまでご活用くだ

うきはの広大な果樹畑の中に位置するこの古民
家は「ヘルスツーリズム」を掲げ、庭にはテント
が張ってあり、五右衛門風呂も準備されています。
「福岡市街地の薬局で仕事をしていると、高齢化

さい。

や独居老人の多さを実感します。そんな方たちが

※撮影協力/明林堂書店都北店

デイサービスなどで利用でき、いろんな世代の方

あり、新しいことを詰め込んで頭の中がパン

仕上げました。もちろん、ユニバーサルデザイン
で使い勝手も完璧です。
おすすめは、蕎麦に天ぷらがセットされたきふ
ねランチ 2050 円。
これからイベントなども仕掛けていくそうなの
で、注目していきたいです。

や選手の方とお話したり、練習
風景を見たりしているうちに、

すっかりサポーターと化しています。

パンです。外を見ると桜も咲き誇り新年度突

3月18日のホーム開幕戦では、初めて見るプロの公式試合ということもあ
り（出場するわけでもないのに）緊張感MAX。いざ試合が始まると、派手目

制作部
Iさん

気づきました。

タウンみやざきという媒体も地域に根付いてこそのもの。新しい施設が

場
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入！満開目指して日々精進しています。

紙は万能で

きっかけは取材からというベタな
話ではありますが、実際に監督

ほかにもまだまだ知らない言葉がたくさん

つくりだせる。そんな企画の仕方なのです。

わたくし、現在ド・ハマリ中です。

ておらず、バーコードが付いていないものがほと

人は必ず老いて、いずれは体に障がいを持ちます。となると若くして障がい

して発信していくことを心がけています。

今年で第3弾となりました→ランパス都城。

著者の方が周りの人に配る本であり、販売はし

は、特定の人や社会層からの意見をもとにデザインしていくものです。

くのも億劫だったので、紙で代用してみたら紙のすごさに

営業部
Fさん

編集部
Tさん

毎日毎日知らない事、知らない言葉の連続です。

そ、地元出版社である私たちは「事実」と「有益」に「楽しさ」をプラス

編集部
Fさん

ばも〜す!!テゲバ☆

入社して5カ月目に突入しました。たかが5カ月、

似た言葉に「ユニバーサルデザイン」があります。どちらも、どんな人でも

机にペンたてを置きたいなと思いつつ、わざわざ買いに行

別冊情報

は素人の盛り上がり方がある
素人に

編集部
Nさん

されど5カ月。とても濃〜い１日を送っています。

あるでしょうか。

状態です（笑）。情報が氾濫している時代だからこ

都城だけにおかげ様♪

て何？

「私家版」っ

面白い研修に行きました。「インクルーシブデザイン」って聞かれたことが

新装なったイオンモール宮崎にオープンした未来屋書店さまとタウンみ

日々

営業部
Kさん

の報道ビブスを着ているにもかかわらず、思わず大声をあげるところでした。

わが家のペットは50年選手

いや、今思えばあげるべきだったと言ったほうが正解なのかもしれません。
校閲部
Oさん

わが家のペットは亀、お手もおすわりもしません。人が近づけばゴソゴ
ソと餌を欲しがります。残念ながら「カワイイ、愛らしい」という存在で
はありませんが、驚くべきはその寿命…。わが家に来てから、かれこれ48
年なのです（その前にペット屋さんで１、２年過ごしたのでは…とすると、

結果は残念ながら敗戦…。くやしいというか腹立たしいというか…わたし
が監督なら…選手なら…と自分に置きかえて試合を反省する始末。いやいや
まだこれから！宮崎でのホーム戦、これからぞくぞく行われます。みなさん、
素人サポーターとして一緒に応援しましょう♪バモス！テゲバ☆
ところで、オフサイドってなんですか？

50歳。人間にすると何歳になるのかな？）
私が小学２年生のころ、近所の知り合いから私の弟へと２匹頂いたので

マイブームは

すが、弟は一度も世話をし

青汁×豆乳

た こ と な し。う ち １ 匹 は、
私が４年生の時分、冬を越
せずに逝きました。わが家

営業部
Iさん

での居住年数は母に継いで

日本豆乳協会によると、2017年の豆

長いのです。

乳製造量が過去最高を更新した、とい

変温動物なので冬眠しま

うことです。この記事を読んで、「そだ

す。こ こ 数 年「こ ん ど は 冬
を越せるかな？」と気になりますが 、厳冬あけの今春もゴソゴソ動いてい
ます。「かめのえさ」しか与えていませんが、文句ひとつ言いません…。娘
が10年前にようやくつけた名も「カメコちゃん」…まんまです。
半世紀近く生きたペット（ペットという意識は希薄なのですが）って、
世間ではどうなのでしょう？

いなくなったらさびしくはなると思うので、

今年も元気に過ごしてほしいものです。

ね〜」と納得。無調整豆乳と都城産大
麦若葉の粉末をシェイクして飲み始め
て数年。無調整豆乳の種類も増え、今
ではオーガニックの商品も。だからな
のか、愛品「大麦若葉」のパッケージ
が 手 作 り 感 た っ ぷ り な も の か ら、カ
変身。市場の動きを生活の中で知った

日本豆乳協会のＨＰには、
豆乳と健康についてや料理
レシピなど情報満載です！

ひとコマでした。

←日本豆乳協会ＨＰ

ラーパッケージのおしゃれな感じに大

ブデザイン

未来屋書店
×

インクルーシ
編集部
Mさん
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未知との遭遇

使いやすい物をデザイン制作することは同じなのですが、デザインの企画のア

最近特に「なんだそれ？」と思った言葉があり

昨年、日本サッカーの4部リーグ

ます。それは 私家版 です。初めて聞いたとき

に あ た るJFLに 昇 格 し た ク ラ ブ

は全く意味がわからないし、想像もつきません。

チーム「テゲバジャーロ宮崎」。サ

字を見ても正直ピンとこなかったのです。

ッカーにまるきし興味のなかった

プローチが異なります。
「ユニバーサルデザイン」はできるだけ多くの人にリサーチし、そのなかで
多数意見にもとづいてデザインするのに対して、「インクルーシブデザイン」

を持つ人は、先んじて不自由を体験している先駆者と考えます。その人たちの

んどという、とってもレアな本。最大の違い

意見をもとにすれば、障がい者・高齢者はもちろん一般の人も使いやすい物が

は帯！帯がなくてビックリしました。
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ある

捨てるつもりだったA４の紙１枚で作ったた

できて人やモノの流れに変化が訪れています。私たちの有り様にも変化が

だの箱なのですが、想像以上に丈夫。

求められているのかもしれません。今回のコラボレーション企画をきっか

作りながら絶対倒れるだろうと思っていたけ

けに、タウンみやざきが「宮崎」という地域を盛り上げる１つのハブにな

れど、実際に使ってみると倒れる気配が１ミリ

りたい。まだまだ手探りで力不足のところもありますが「未来屋書店×タ

もしません。

ウンみやざき×地域」を実現すべく、今後の展開を計画しています。

「いいじゃん！紙すごいじゃん。」と思っていま
したが、ただひとつ、捨てるはずだった紙を使って
まで何を辛抱しているのだろうという気持ちになって
くるのが最大のデメリットです。

新しい古民家のカタチ現る

々と交流できる場所にしたいと思いました」と担

売り切れ御免のランパス完売目前!!!

古民家れすとらん福岡が４月26日に刊行され

当者。その思いに賛同したデザイナー有馬裕之氏

『ランチパスポート都城版VOL.３』

ますが、今回はめずらしいスタイルの古民家を取

が中心となって家屋のリノベを担当。長い間廃屋

材しました。福岡市で薬局を営む会社がうきは市

になっていたボロボロの建物を、四方をガラス張

に作った『きふね』という、蕎麦屋と宿が一緒に

りにした洒落たオープンキッチンの作りにし、不

なった古民家です。

思議な中二階なども設置して斬新さが光る建物に

掲載店さま、書店さま、コ
ンビニさまのご協力のおかげ
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そして何より、購入いただ
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さい。

や独居老人の多さを実感します。そんな方たちが
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ラーパッケージのおしゃれな感じに大

“jupia”ってどういう意味!?

編集部
Oさん

新入社員ご紹介

営業部
Sさん

「宮 崎 を 楽 し む 大 人 の 情 報 誌」を 謳 う

Vol.2

宮崎へ来て14年目の春を迎

『jupia（じゅぴあ）』ってどういう意味？よ
く聞かれる質問です。
じゅぴあの「じゅ」は樹木の「じゅ」、「ぴ
あ」はユートピア（理想郷）の「ぴあ」です。
すっくと立つ樹木のように、自分の足で立つ、
自立した大人が、ここ宮崎の地で理想のライ
フスタイルを実現するためのお手伝いをした

学生時代から印刷や出版に興味があ

インターンシップをきっかけに鉱脈

弁が出てしまうのですが、生粋

り、高校では新聞部、大学では印刷や

社での仕事に興味を持ち、鹿児島から

の宮崎人の方からすると、少し

本についても学んでいました。地元宮

宮崎に移住してきました。読者であり、

イントネーションや使い方が違

崎で興味のあった仕事に携わる仕事が

情報の提供者である地域の方々との信

うそうです。本当の宮崎人にな

したいと思い、入社しました。好きな

頼関係を大切にしながら、仕事に励ん

れる日は、まだまだ遠そうです。

ものはインクの匂いと紙がこすれる音

でいきたいと思っています。宮崎のい

です！社会人１年目で、まだまだ未熟

いところを私もどんどん知っていきた

ご好評をいただきまして無事に Vol.２を発行します ! 今月号は、

な新入社員ではありますが、これから

いです！よろしくお願いします♪

この春から入社するフレッシュなニューフェイスをご紹介ッ !!

い！そんな想いをこめた誌名です。
日々の暮らしは堅実に地に足つけて、でも
大切なものや人にはそれなりのお金と時間を

4月15日発売の
初夏号は「眺めの
いいカフェ＆レストラ
ン」特集ですよ～

かけたい…そんな大人たちに向けた情報誌を
めざしています。私も含め大人になると、あ
れもこれも飛びつきたいわけではなく、ある
程度セレクトされた質のいいお店やものを知

編集部
Yさん

最後のページまでお楽しみください。

頑張っていきたいと思います。

母の日のギフトとしての宮崎国際音楽祭

2018.４

冨永 郁

チョキチョキがとまりません

毎年、宮崎国際音楽祭へ母とでかけることになっています。

総務部
Kさん

「あ、聴いたことがある！」という映画音楽やポップスを中心

ではなく。
なので、そんな暮らしを意識し始めたら、
あなたもjupia世代!!

営業部
Sさん

恒例の母娘行事

koumyaku paper magazine

チョイスするプログラムはビギナー向けのもの。つまりは、

りたいですよね〜。けっして高級という意味

通信

えました。いまでは自然に宮崎

工場長
Tさん

ほっと
一息

思い切り私事ですが、同級生

ピョンチャンオリンピックが

の友だちが３人目となる子ども

終わり、次はサッカーＷカップ!!

の父親に！３人はすごいなあ。

そして来年はラグビーＷカップ!!

それだけでリスペクトです。お

次は東京オリンピックと続く。

めでとうございました！落ち着

いろいろなドラマ、感動をいっ

いたらお祝いしましょうね！

ぱい与えてほしい!!と思いながら、
日々の仕事に励んでいます。

制作部
Tさん

昨年末、市民の森でイペーの苗木を頂きました。イペープロジェクトといって、

に演奏されるプログラムです。おととしは、大河ドラマ「真田
丸」のヴァイオリンソロを弾いている三浦文彰さんを迎えて、
「真田丸」のテーマ曲を聴くことができました。しかも、指揮
者はテーマ曲を指揮している下野竜也さん！これは感動でした。
素晴らしくて、母娘して泣いているという、、、。昨年は、「ス
ターウォーズ」のテーマ曲、全４曲（メインテーマやダースベ
イダーのやつなど）をこれまたフルオーケストラで聴け、ただ
ただ感涙。若い頃より「ウィーンフィルのニューイヤーコン
サートに行くのが夢」の母。父が他界し、私もさすがにウィー
ンは、、、なので、母の日のギフトも兼ねて、宮崎国際音楽祭で
ウィーン気分を味わってもらっています。今年も楽しみです！
営業部
Hさん

最近の晩酌はもっぱら焼酎です。以前はワインを嗜んでいま
したが、その日の体調によっては残すこともあり、もったいな
いなーと思いながら流し台に捨てていました。が、「焼酎だっ

平和・幸せの色である黄色の花を咲かせるイペーを各家庭に増やし、「イペーのま

たら、水やお湯や炭酸水で割って調整できるわー♪♪」と今さ

ち」として全国にアピールしようという取り組みを行っているとのことでした。

らながら焼酎の使い勝手のよさに開眼☆ただ父や義父のように

南米原産の花木で寒さに弱いということで、植木鉢に植え替え室内で育てていま

一升瓶を買う勇気もなく＆夫の目が気になり、お手軽なカップ

したが、最近温かくなってきたので外へ。日当たりの良い所でスクスク育ってほし

酒を購入しております。意外にカップ酒の種類も豊富で、定番

いと思っていたら、春嵐で葉が落ち丸裸に……。

は雲海酒造さんの木挽ブルー。友人からもらった大塚園さんの

もう駄目だろうかと覚悟していたところ、枝先に芽を発見!! イペー、強い!! 花が

緑茶と割って健康的に呑んでいます！たまーーにいく居酒屋で

咲くまで何年かかるかわかりませんが、大きく育てて、宮崎が「イペーのまち」と

の定番は吉野酒店さんの庄三郎なので、いつかカップ酒版で販

してアピールできる手助けになれればと思います。

売してくれないかな♪と期待です。

佐藤 帆乃佳

上原 なつみ

大学では日本文学や日本語教育について勉強し、卒業後は広告の仕事に関わ
っておりました。座右の銘は「刻苦勉励」です。これからは地元宮崎で出版業
に携わることができ、大変嬉しく思います。趣味のクロスバイクで県内を行っ
たり来たりしながら、県内の楽しい情報をたくさん見つけていきます！

評更新中
取材・得 情報 好

Facebook

宮崎を楽しむ大 人の情 報 誌

Facebook 鉱脈社
Facebook
当社では使用済みの切手を捨てずにとっておきます。４〜５年
して袋いっぱいになった頃、近くの郵便局に持って行きます。
本来ならば封筒ごと捨ててしまう物なのですが、何かの役に立

townmiyazaki.ne.jp

つとのことなのでチョキチョキしては袋の中へ。
どこかで何かの役に立っていると思うとチョキチョキがとまり
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ません。(^-^)これからもチョキチョキは続くのであ〜る。
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