久しぶりのフェリー乗車
ゴールデンウィークに鹿児島へ。いつもは
陸路で鹿児島市内へと行くことが多いのです

よりみちしよう！

朝ラン続行中です♪
休日の朝限定ランニングが４年目を迎え

毎日勉強中！
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鉱脈社に入社して2か月が経とうとしています。

が。。。今回は趣向を変えて、大隅半島の垂水

ました。紫外線防止のため、朝日が昇る前

先日は、1週間ほど工場での研修でした。紙の持ち方から、初めて見る機

市に車で向かい、そこからフェリーで鹿児島

に起きて約30分ほど走ります。美容はもち

械の種類や役割、紙・製本方法の種類、書籍が完成するまでの流れなど、普

市へ。記憶にある限り、高校時代の修学旅行

ろん、家事や育児に欠かせない筋力と持久

段見られない現場で色々なことを勉強させていただきました。先月、校正の

以来のフェリー乗車でテンションあがりまし

力。ふくらはぎに伸びる筋、流れる汗にや

研修で関わった書籍が製本される様子には、なんだか嬉しくなってしまいま

た。フェリーから眺める桜島！

みつきになっています。体力アップ以外に

した。毎日覚えることが多く、つい目先の作業のことだけを考えてしまいま

もうれしいメリットがもう一つあり、それ

すが、全体を見て仕事ができるようになりたいです！

最高でした。
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とうとう宮崎も梅雨入りしましたが、みなさんいかがお過ごし

は毎朝の風景。オレンジからピンク、紫、

でしょうか？

ブルーと美しいグラデーション、宇宙の切

雨ばかりで憂鬱になりますが、今月号も元気に

お届けいたします！

れ目のような飛行機雲などを眺めながら走

特集は梅雨だけに、梅の話題です！

っているとちっぽけな自分の悩みもどこか
へ消え去り、爽快な気分になります。朝ラ
ン、心身のリセットにおすすめです。

母の日と完熟マンゴー
岡山に住んでいる母へマンゴーを贈りました。果物が好きで、宮崎へ来
るといつもマンゴーパフェを食べていたのでとても喜びました。両親とも
宮崎のことがどんどん好きになっているらしく、電話するたびに移住した

夏

だけで語りつくせぬ日南海岸

種類の違う紙の束
（ほんの一部です）

紙と紙の間に空気を入れるのがコツ。
これがなかなか難しい…！（撮影協力：工場Ｔさん）

元気を分けてもらいました！
先日、就職で東京に住んでいる友人が宮崎にやってきました。突然の連絡

いと言っています。次は父の日。宮崎の美味しい地鶏の炭火焼を探して贈

に驚いたものの、久しぶりの再会に私も嬉しくなりました！

ろうと思います。

機に親しい友人たちとの別れに「寂しい･･･」とぼやいていた友人も今では、

かれこれ10年以上、通勤に日南海岸（国道220号）を利用しています。私の好きなスポットのひとつは月夜
の堀切峠。数年前の秋だったか、仕事で遅くなった帰り道、青島あたりで満月に気づき、おもわず車を停め、
ドライブインの展望デッキからしばらく、月の光が凪いだ海を煌々と照らすさまを眺めていました。小型船の
漁火が揺らめいており、一瞬「俺、短歌詠めるかも？」と思うほどでした。気象や時間帯などの条件がそろわ
ないとなかなかお目にかかれませんが、 出会い を待つのも楽しみのひとつです。
それから、
「気嵐（けあらし）
」という現象をご存じでしょうか。河川では「川霧」と呼び、放射冷却による
水温と気温の温度差で発生する蒸気霧のこと。冬の季語にもなっています。浜辺に寄せる波間から霧がたち、
昇る朝日が陽光を射す…。通勤中でも停車した幻想的光景でした。
掲載写真は、鵜戸さん付近で撮影した、手がとどきそうな虹の両端を見たときのもの。カーブも多く、運転
時間も長くてガソリン代もかさみますが、贅沢な時間を過ごしていると納得してドライブを楽しんでいます。

つぶやき

地 元サ ラ リ ー マ ン の

念願の！

以前は就職を

「仕事が楽しい！」と笑顔で話してくれました。友人との会話から私自身も
元気をもらい、今こうしてやりとりできることにありがたさを実感します。
また会える日を楽しみにしつつ、今度は私から遊びにいってみようかな？
密かに計画していくつもりです。

梅雨の季節になりました

評更新中
取材・得 情報 好

Facebook

宮崎を楽しむ大 人の情 報 誌

５月某日、時刻は午前９時。
新富町の富田梅園にて行われた「梅ちぎりの会」
。総監督G

Facebook 鉱脈社

常務の緊急招集で集まった６名の隊員たち。着の身、着のまま

Facebook

園へ！ そこで隊員たちが見たものは……実は青々しく、大粒。

参加かと思いきや、約１名を除き装備は万端。いざゆかん！梅
甘酸っぱい香りを程よく放つ青梅。まさに初夏の光景がそこに

職業柄、ついつい…

blue tooth搭載スピーカーを

日常生活で紙製品を見ると、手触りとか厚さが気になってしま

ゲット！ ずっと欲しかったの

う今日この頃です。とくにお土産の包み紙は、場所によって特徴

でめちゃくちゃ嬉しいです！

のあるデザインもさることながら、和紙のような変わった紙を利

が！私のパソコンはblue tooth

用したものなど、色々あります。取っておいても場所をとるので、

対応していないことが発覚！

耐久性が有りそうなものとか、デザインが良いものをブックカ

スマホは何も音楽入れていないので、まずはそこから〜。

バーに再利用しています。お土産コーナーなんかで包み紙を凝視

涙 早く音楽聞きたいです。

したり触ったりしているのがいたら、自分かもしれません（笑）

ありました。約３時間、 ちぎり の成果は隊員６名＋専門家
５名、総勢約10名でなんと100kg超え！ ばんざ〜い‼

townmiyazaki.ne.jp

梅ちぎりの様子は、次ページへ！
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つづき！

旬を 満喫 ☆ 梅仕事

エアコン設定温度は27℃！

我が家の近くにある梅園ですが足を踏み入れたのは初めて。想像以上の本数だっ
たので結構な作業となりました。梅は簡単にちぎれて取りやすいのですが、目線よ

初めて間近でみる梅の木＆梅の実。枝をしならせるほど圧巻の生りっぷり
に感動！ ちぎりに着手した木が、園内で最大レベルのものだったので、G
常務とみっちり約３時間格闘しました。お土産にいただいた梅は、早速持ち
帰って下処理→冷凍→氷砂糖とともに瓶のなかへ。今や毎日１回のカクハン
が日課になっています。梅ジュースが楽しみ楽しみ♥
（号令部隊Tさん）

り上の梅を狙うと首が凝って終わる頃には首がバキバキになってしまいました。
とれた梅は梅シロップに。梅シロップの分量は梅１：氷砂糖１。洗って冷凍した
梅と氷砂糖を分量通りに入れるだけでOK。６ヵ月程度で出来上がり！と、
参加され
たご婦人が教えてくれました。
（副総監督Fさん）

先日、今年初の冷房をつけてしまいました。
わが社のエアコン使用基準は、

夏→室温 28℃以上・湿度 70％以上
の時につけてよし！

設定温度は 27℃を維持し、
扇風機で冷気を循環させること

冬→室温 17℃以下になった時に
つけてよし！

小ぶりの梅は捨てちゃうのかな〜と思いきや、梅味噌にすると

設定温度 22℃を維持し、

いいのだそうです。梅＆味噌っ…最強の保存食‼ 味噌の塩分を

日中暑いだろうと思って半袖で行ったら、梅に

ひざかけなど各自防寒対策をすること
……と厳しく（!?）定められています。

利用するから、氷砂糖なしでも作れますよ♪♪
（監視部隊Mさん）

は棘があるから長袖が必要っていう話をいただき、
急遽即席で長袖を作り、収穫！ 案の定なかった

▼枝に収穫用バケツをかけて効率ＵＰ！

ら腕がひっかき傷だらけになってたかな？ 収穫

しかし編集部の部屋は、夏は暑く冬は極寒なんですよね〜。
窓が少なく、外扉はすき間が空いているという。冬はカイロの

した梅はジュースにして、いろんなので割って飲

背中貼りで乗り切りましたが、夏はエアコンと扇風機とうちわ

もうと計画中！（撮影部隊Hさん）

の三刀流で乗り切ります！

「県内の中学生が明るい未来を描ける宮崎にしたい」と

調べ中です。
（保護部隊Tさん）

いう思いから、まずは次の進学先の高校選び、そして生

前日、みんなで植えたもち米の田んぼも草が

涯を通じて学び、生活する就職先までを紹介した本です。

伸びてきたので草刈りしていたら、田んぼオー

その制作のため、企業タイアップ企画で協賛をお願いして会社

ナーさんから「明日、梅ちぎりこんね、この前

の社長様とお会いする日々です。宮崎にシッカリと根をはり、

来てたスタッフの方もこんかな？」から始まっ

10年20年さらにその先を見据えていることを熱く語ってくださ

た「梅ちぎり会」
。田植えに続き梅ちぎりも初

る社長様ばかりで、こちらも気持ちが盛り上がり嬉しくなります。

この原稿を書いている今、早く

史の予習復習をしながら楽しむのも醍醐味。
今回の西郷どんは、終盤、宮崎県も大きく関わってくると予想されます。
そうです、西南戦争です。戦地となった宮崎県にとっては、決して"いい歴
史"ではありませんが、その舞台でもあったという史実は学ぶべき、学びた
い、と個人的には思っています。
ならば、この１冊。
『西南戦争外史

太政官に反抗した西郷隆盛』

西南戦争の流れや県内各地での進軍の様子、そして、西郷さんをはじめ、
大久保利通など関わった人物のエピソード
が書かれています。
なぜ？なにが？どうして？どうなった？
宮崎の地から見た西郷隆盛像。
大河ドラマをより深めてくれる1冊です。

『西南戦争外史

今年も『宮崎の高校ガイド』を発刊します。

頂いた梅は、梅干しにしてみようと作り方を

太政官に反抗した西郷隆盛』▶

ＴＯＰＩＣ

（みやざき文庫59

飯干 憶著）

目がはなせない！

チョークを中心とした商品開発
好きな長さに切って、貼って、書
いて、消せる‼

という新発想の文

具「テープ黒板」。

体験。行ってみるとかなりの広さに木々だらけ、
そしてよく見ると鈴なり？ブドウのように梅が

いただいた梅は

実っています。数時間作業でやっと半分くらい

＊梅シロップ
＊梅酒

は終了したかな。でも、脚立が足りず木々の上
もち米くんたちもここまで育っています。
6月は「中干し」を行いますよ。

大河ドラマ『西郷どん』観てますか？

も20回目、中盤戦に突入してきました。大河ドラマは史実と並行して、歴

宮崎の社長さんは熱い！！

初の梅ちぎり。想像していたより３倍ほど広
い梅園に驚きつつ、一心不乱にもぎもぎ。

▲ 高い所にイイ梅が！

大河ドラマをより深める1冊

あなたの知らない

＊梅干に!?

先日、打合せで西都市にある『森の空想

早速持ち帰り
漬け込みました！

部は残ったまま。また今週末も手伝いに行こう
かな！（総監督Gさん）

民俗仮面の世界

ミュージアム』に行きました。またの名を

来年も呼んでくださいね〜♪

『九州民俗仮面美術館』。

〜ふるさとの梅の味

ぜんぶを愉しむ

わがふるさとの︑とある山麓の梅

老木ながら毎年頑張って︑沢山の

の木に︑今年も実が生っています︒

梅をつけます︒美 味しい梅 干しに︑

＊

︒
梅酒に︑カリカリ梅 ……
収 穫し︑作って︑食べて︑その過

＊

程全部を愉しんでいます︒
︵Ｋさん︶

＊

〜今の時季の恒例ミニイベント

今年は甘めに作ります

梅 酒 を 作 りはじめて今 年で六 年

最初は友人の作っている梅酒をも

目になります︒

らったのがきっかけです︒簡 単に作

れると聞いてはじめました︒

今ぐらいの時季にはスーパーにも

青 梅 が 並 んでま す よ ね？ 私 は 県

内の七カ所のスーパーなどで梅比べ

梅を買うようにしてます︒大きい方

をして︑一番大きくて安いところの

が甘みがぎゅっとつまっていて︑歯ご

たえ抜群なんです︒︵個人的好みですが

飲んだ後のグラスにある梅を食べ

︶
…

約 半 年 〜 一 年 ぐらいが 飲みごろ

るのが何よりの楽しみです♪

酒のソーダ割り＋はちみつは特にお

です が 一 年 半 ぐらい熟 成 させた 梅

ススメです︒枝豆や生春巻きと一緒

︵Ｎさん︶

に味わうのが週一の楽しみです︒

そこでお会いしたのが御存知→神楽面を
追究している高見乾司さん。最近は美術館
前の里山作りに精力的です！
そしてこのたび『由布院空想の森美術
館』が5月20日に再開オープンしました♪
温泉＆唐揚げなど夏の由布院に是非お出
掛けください！
▼由布院空想の森美術館
大分県由布市湯布院町川北平原1358

これを作っている会社はチョーク
関連製品で名高い日本理化学工業㈱。
障がい者雇用への取り組みや、ユニ
バーサルデザインを取り入れた商品
開発でも注目されています。
人気の商品は他にも、
・大定番のホタテ貝チョーク「ダストレスチョーク」
（緑・紫・蛍光色…カラーバリエーションもポイント）
・野外で使える「耐水性チョーク」
・「ミニ黒板ふき」

・「つみき黒板」

・「チョークホルダー」（手が汚れない上に、おしゃれ！）
・「キットパス」（ガラス等にも書けて、簡単に消せる）
等々、たしかに着眼点が面白いものばかり。
余談ですが、上記の「キットパス」、朝ドラのオープニングに使用され
ている？……今後も目がはなせません！
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これを作っている会社はチョーク
関連製品で名高い日本理化学工業㈱。
障がい者雇用への取り組みや、ユニ
バーサルデザインを取り入れた商品
開発でも注目されています。
人気の商品は他にも、
・大定番のホタテ貝チョーク「ダストレスチョーク」
（緑・紫・蛍光色…カラーバリエーションもポイント）
・野外で使える「耐水性チョーク」
・「ミニ黒板ふき」

・「つみき黒板」

・「チョークホルダー」（手が汚れない上に、おしゃれ！）
・「キットパス」（ガラス等にも書けて、簡単に消せる）
等々、たしかに着眼点が面白いものばかり。
余談ですが、上記の「キットパス」、朝ドラのオープニングに使用され
ている？……今後も目がはなせません！

久しぶりのフェリー乗車
ゴールデンウィークに鹿児島へ。いつもは
陸路で鹿児島市内へと行くことが多いのです

よりみちしよう！

朝ラン続行中です♪
休日の朝限定ランニングが４年目を迎え

毎日勉強中！

Vol.4

鉱脈社に入社して2か月が経とうとしています。

が。。。今回は趣向を変えて、大隅半島の垂水

ました。紫外線防止のため、朝日が昇る前

先日は、1週間ほど工場での研修でした。紙の持ち方から、初めて見る機

市に車で向かい、そこからフェリーで鹿児島

に起きて約30分ほど走ります。美容はもち

械の種類や役割、紙・製本方法の種類、書籍が完成するまでの流れなど、普

市へ。記憶にある限り、高校時代の修学旅行

ろん、家事や育児に欠かせない筋力と持久

段見られない現場で色々なことを勉強させていただきました。先月、校正の

以来のフェリー乗車でテンションあがりまし

力。ふくらはぎに伸びる筋、流れる汗にや

研修で関わった書籍が製本される様子には、なんだか嬉しくなってしまいま

た。フェリーから眺める桜島！

みつきになっています。体力アップ以外に

した。毎日覚えることが多く、つい目先の作業のことだけを考えてしまいま

もうれしいメリットがもう一つあり、それ

すが、全体を見て仕事ができるようになりたいです！

最高でした。

koumyaku paper magazine

通信
2018.6

とうとう宮崎も梅雨入りしましたが、みなさんいかがお過ごし

は毎朝の風景。オレンジからピンク、紫、

でしょうか？

ブルーと美しいグラデーション、宇宙の切

雨ばかりで憂鬱になりますが、今月号も元気に

お届けいたします！

れ目のような飛行機雲などを眺めながら走

特集は梅雨だけに、梅の話題です！

っているとちっぽけな自分の悩みもどこか
へ消え去り、爽快な気分になります。朝ラ
ン、心身のリセットにおすすめです。

母の日と完熟マンゴー
岡山に住んでいる母へマンゴーを贈りました。果物が好きで、宮崎へ来
るといつもマンゴーパフェを食べていたのでとても喜びました。両親とも
宮崎のことがどんどん好きになっているらしく、電話するたびに移住した

夏

だけで語りつくせぬ日南海岸

種類の違う紙の束
（ほんの一部です）

紙と紙の間に空気を入れるのがコツ。
これがなかなか難しい…！（撮影協力：工場Ｔさん）

元気を分けてもらいました！
先日、就職で東京に住んでいる友人が宮崎にやってきました。突然の連絡

いと言っています。次は父の日。宮崎の美味しい地鶏の炭火焼を探して贈

に驚いたものの、久しぶりの再会に私も嬉しくなりました！

ろうと思います。

機に親しい友人たちとの別れに「寂しい･･･」とぼやいていた友人も今では、

かれこれ10年以上、通勤に日南海岸（国道220号）を利用しています。私の好きなスポットのひとつは月夜
の堀切峠。数年前の秋だったか、仕事で遅くなった帰り道、青島あたりで満月に気づき、おもわず車を停め、
ドライブインの展望デッキからしばらく、月の光が凪いだ海を煌々と照らすさまを眺めていました。小型船の
漁火が揺らめいており、一瞬「俺、短歌詠めるかも？」と思うほどでした。気象や時間帯などの条件がそろわ
ないとなかなかお目にかかれませんが、 出会い を待つのも楽しみのひとつです。
それから、
「気嵐（けあらし）
」という現象をご存じでしょうか。河川では「川霧」と呼び、放射冷却による
水温と気温の温度差で発生する蒸気霧のこと。冬の季語にもなっています。浜辺に寄せる波間から霧がたち、
昇る朝日が陽光を射す…。通勤中でも停車した幻想的光景でした。
掲載写真は、鵜戸さん付近で撮影した、手がとどきそうな虹の両端を見たときのもの。カーブも多く、運転
時間も長くてガソリン代もかさみますが、贅沢な時間を過ごしていると納得してドライブを楽しんでいます。

つぶやき

地 元サ ラ リ ー マ ン の

念願の！

以前は就職を

「仕事が楽しい！」と笑顔で話してくれました。友人との会話から私自身も
元気をもらい、今こうしてやりとりできることにありがたさを実感します。
また会える日を楽しみにしつつ、今度は私から遊びにいってみようかな？
密かに計画していくつもりです。

梅雨の季節になりました

評更新中
取材・得 情報 好

Facebook

宮崎を楽しむ大 人の情 報 誌

５月某日、時刻は午前９時。
新富町の富田梅園にて行われた「梅ちぎりの会」
。総監督G

Facebook 鉱脈社

常務の緊急招集で集まった６名の隊員たち。着の身、着のまま

Facebook

園へ！ そこで隊員たちが見たものは……実は青々しく、大粒。

参加かと思いきや、約１名を除き装備は万端。いざゆかん！梅
甘酸っぱい香りを程よく放つ青梅。まさに初夏の光景がそこに

職業柄、ついつい…

blue tooth搭載スピーカーを

日常生活で紙製品を見ると、手触りとか厚さが気になってしま

ゲット！ ずっと欲しかったの

う今日この頃です。とくにお土産の包み紙は、場所によって特徴

でめちゃくちゃ嬉しいです！

のあるデザインもさることながら、和紙のような変わった紙を利

が！私のパソコンはblue tooth

用したものなど、色々あります。取っておいても場所をとるので、

対応していないことが発覚！

耐久性が有りそうなものとか、デザインが良いものをブックカ

スマホは何も音楽入れていないので、まずはそこから〜。

バーに再利用しています。お土産コーナーなんかで包み紙を凝視

涙 早く音楽聞きたいです。

したり触ったりしているのがいたら、自分かもしれません（笑）

ありました。約３時間、 ちぎり の成果は隊員６名＋専門家
５名、総勢約10名でなんと100kg超え！ ばんざ〜い‼

townmiyazaki.ne.jp

梅ちぎりの様子は、次ページへ！

発行所／
〒880-8551宮崎市田代町263番地
TEL0985-25-1758 FAX0985-25-1803
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