Vol.6

koumyaku paper magazine

通信
2018.8

暑い日が続いていますが、体調など崩されておられませんか？
温暖化の影響もあってか今年は気温の高い日が続いていますので、
熱中症など、十分に気を付けてくださいね。今回はそんな熱いみや
ざきの夏の話題を、暑さに負けず、元気にお送りいたします！

涼 しさをもとめて発祥の地へ

編集部
Uさん

私の夏の風物詩は、なんといっても「そうめん流し」。流れるそうめ
んに涼しさを感じます。と言っていたら、先輩が、「そうめん流しなん
て何よ、最高は流しそうめんよ」とのこと。「何？

流しそうめん？」

「流しそうめん」と「そうめん流し」。どこがちがうの？

流しそう

めんって、生まれは、宮崎県・高千穂町。昭和30年ごろに始まったそ
うです。暑い夏の野良仕事の際にそうめんを茹で、竹と高千穂峡の冷
水を利用して涼を得た光景から思いついたと言われています。ちなみ
に、テーブル上で回転式に水が流れるものは「そうめん流し」と言い
ます。私がよく利用していたものは、「そうめん流し」でした。
そこで今年は、高千穂町の流しそうめん発祥の店「千穂の家

元祖

流しそうめん」で人生初の「流しそうめん」を食べに行こうとワクワ
クしています。そうめんはもちろん、塩がたっぷり効いた鮎の塩焼き
にかぶりついたり、えさを求めて近寄る鯉とふれあうもまた一興。夏
らしさを感じられる家族との一大イベントです。近くには、真名井の
滝もあるので、ダブルで涼しさを感じに行ってきます！
社員それぞれの
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夏のオキテ とは !?
次ページへつづく→

発掘・継承・創造 − 《いのち》を受け継ぎ、育み、受け渡そう。

夏 のオキテ

お 祭りとリンゴ飴

営業部
Sさん

夏の楽しみといえば、お祭りです。市街地が歩行者天国になる大きなお
祭りから、地区の公民館で行われる小さなお祭りまで、いろんな特色があ
って、夏の週末はお祭りへよく出かけます。そして、毎回楽しみにしてい
るのは出店で買うリンゴ飴。真っ赤な色と、中に入っているリンゴのシャ
リっとした食感が好きで、祭りや花火大会へ行くたびに食べています。リ
ンゴ飴を食べると今年も夏が来たことを実感します。

お 盆といえば……草むしり !?
お盆の時期は草むしりをやらされて？

校閲部
Oさん

南 部風鈴

総務部
Kさん

夏真っ盛り。蝉の抜け殻がた

否、率先してやっています。も

くさんです。ミーンミーン。

っと早いうちからとりかかってお迎えすべきなのですが、いつもこのタイ

少しでも涼しく感じるように

ミング……。さぞやご先祖様もご立腹のことでしょう。

と、我家では毎年風鈴を窓辺に

私の住む地区では「盆踊大会」が絶えて久しいのですが、母の実家のほ

つり下げます。

うでは、新盆を迎える家の軒先で地元有志による盆踊りが行われます。こ

岩手県の伝統工芸南部鉄器で

の時期に帰省する人は、小さい頃からの見慣れた光景に懐かしさを感じる
そうです。そうした風習が次第になくなっていくことは寂しいことです。

できた南部風鈴。
「日本の音風景100選」に選ばれています。風が吹くと♪チリーン チ
リーン♪と高く澄んだ音がします。でも、風鈴の音だけで涼しくなるとは
昔の話でしょうか。

アツい夏の楽しみかた

透 明水増えてます♪

編集部
Nさん

海・山・川 ときどき祭り

タ ンみやでガチガチの夏

暑い日が続き、なかなか家
から出たくない。ゴロゴロも

編集部
Mさん

私の「夏のおきて」は、休日前にタウンみやざきを広げ、自分のタイム

楽しいのですが、最近友人と

スケジュールとにらめっこしながら予定をたてること。もちろんモノクロ

よくやるゲームがあります。

ページもチェックします。なかなか計画通りとはいきませんが（詰め込み

コンビニやスーパーで売っ
ている透明水。でも透明だけ

すぎるので）行った先では気兼ねなく、思い切り楽しむことにしています。

ど水じゃなく味がついている

タウンみやざきの夏号といえば海水浴やプール情報、グルメなど宮崎の

のもあるんです。それをコッ

夏のコンテンツが目白押しです。驚くべきは祭りの多さ。各地でそれぞれ

プに出して目隠ししながら飲んで当てていくゲーム。定番ですが、すごく

特色のある催しや演出など、本当に十人十色、百祭百色。子どものころ親

盛り上がります！

に連れられていった宮崎市内の祭りも、当時と比べると大きく変化してい

熱中症を意識した柑橘系や塩系のドリンクも増えているので種類もそれ
なりにあり、飽きずに楽しんでます♪
さい〜。

ぜひ、皆さんも挑戦してみてくだ

ます。ですが、祭りと聞くとどうしようもなくワクワクしてしまうのは、
大人になった今もあのころの気持ちだけは体に染み付いているからなので
しょうね。

ルアーフィッシングに
ハマって2年目

制作部
Iさん

私はシーバス（鱸）という魚を狙って週末は釣りを楽しんでいます。

つながる
読者さんとお店さんの輪！

編集部
Tさん

最近うれしかったこと２つ。

ルアー（疑似餌）を投げ、魚が居そうな場所へ移動の繰り返し。まだ読

ひとつは、jupiaの特集で取材させてい

みも甘く腕前も低いので釣れないことも多く、今の時期は早朝でも暑くヘ

ただいたあるお店。雑誌の発売より前に

トヘトになります。それでも魚とのかけひきやヒットした時のワクワクを

お店がオープンするということだったの

求めていそいそ出掛けてしまいます。

で、オープン前日にjupiaのインスタグラ

今年2月のある夜中。いつもの釣り場に到着。装備を済ませ水面に狙い
をさだめました。夜はゆっくり巻くのが鉄則。

ムで告知させていただきました。すると
オープン初日、jupiaのインスタを見たと

1投目、反応なし。2投目、ボラ。3投目、グググ……バシャーン。

いう方から数組予約が入ったとのことで、

ヒット！

オーナーさんからお礼の電話をいただき

今まで体感したことない引きの強さです。

ました。またその翌日、同じように予約

「ぎゃー」

が 入 っ た と の こ と で 再 び お 礼 の 電 話。

糸がどんどん引き出されます。
「巨ボラかな？

「jupiaさんすごいですねー」とのお言葉を

ぎぎぎ」

7、8分の格闘の末、やっとそのギラッと光る魚を引き上げたところ、
「まあ…」79㎝のシーバスでした。そりゃ引くわ。

いただきました。
もうひとつ、jupiaの読者プレゼントを提供していただいたあるお店に先

という気持ちでリリースするとそのカッコイイ

日行ったところ、
「当選された方が商品を取りに来られましたよ〜。すごく

魚は「いいんだよ……」（妄想）という感じでゆっくり暗い川を泳いでい

いいお客様で、他にもたくさん商品を買われ、その後もう一度来店されて

きました……。釣り最高です。

ハンドメイド品のオーダーもいただきました」とのこと。素敵なお客様と

ありがとうシーバス！

夏の釣りもシーズンイン！ ついこの間小さいヒラスズキと渡り蟹が釣
れました。猛暑ですが体調管理と安全に気をつけて夏を楽しみましょう！

つながれてありがたいと感謝されました。
人と人をつなぐのがメディアの役目。雑誌もSNSも人を動かすチカラが
あることを再確認できて、ますますがんばるぞー！ と励みになりました。

いつも感謝しています

営業部
Sさん

前担当者から引き継ぎ、お世話に

娘の笑顔（2）

なっているお客様がいます。先日
ご家族でヨーロッパ旅行へ行かれ、
なんとお土産をいただきました！

娘がイラつくと、私もイラつく。そんな中落ち着いていたのは妻でした。
元々穏やかな人でしたが、決して娘に怒らない。

私は毎月そのお客さまと打ち合わ

娘が5歳のころのある日、家族で出かけようと、私と長男が車に乗り込

せをする時間が楽しくて（仕事

みましたが、妻と娘が一向に出てこない。20分以上経過し、さすがに車を

の話がもちろん一番ですが！）

降りて玄関のドアをそっと開けると、一心に靴を履こうと格闘している娘

人生の先輩として仕事やプライ

と、それを横に腰掛けて黙って見ている妻の姿がありました。「靴がなか

ベートのことなど、いろいろア

なか上手く履けないねー」と誰に言うともなく、また視線を娘にもどしま

ドバイスをいただいています。

した。

私なんかに目をかけていただ
た。
ートでし
チョコレ
し
いしい生
て、１個
っ
が
や
とてもお
食い
！涙
めっちゃ
ー
が
ね
も
ど
ど
子
したけ
ませんで
か食べれ

営業部
Kさん

いて本当に感謝しています。
これからもよろしくお願い
いたします！

まぁー驚くべき妻の忍耐力に脱帽しました。自分はまだまだだなと反省
した一つの出来事でした。
そのような日々を送るうちに、次第に娘も落ち着いてきて笑顔も多く見
られるようになってきました。（次回へ続く）

こうみゃくふぁ〜む日記

その
2

野菜づくりに着手した隊員たち

集団 。「あれ？

ここは先週草抜

いたところよね？」と隊員たちの

汗をふきふき作業中。先月まいた

頭上に？のアイコンが浮かぶこと

種もひょっこり芽を出しすくすく

もしばしば。無限ループの錯覚を

と成長しています。そんな野菜た

覚えながらも、大切な野菜たちを

ちの発育を脅かすのは驚異的な生

守るべく隊員たちの闘いは続きま

命力で所狭しと生え続ける

す。

雑草

さて、それらしくなった畝や苗たちの雑草とり
やネットを張ったりといろいろな作業だが！
(@̲@)なんと！
総監督 Gさん

業なう！

張った そ ばか ら 巻 き 付
き始めるキュウリのつる

は、梅雨明けご機嫌な太陽のもと、

キュウリのネット作

つるがネットに巻 きつくよ
うに紐でやさしく固定

驚異の雑草集団から野菜たちを防守せよ！

を
の様子
ぼ
う！
ん
田 てみよ
見

自分の畑が草ぼうぼう(ToT)

じゃ〜ん！ネット設置完了☆

7月末は東京出張だし、8月頭はもち米の収穫と
大忙し！

どうにかしないといけないと、日々悩

今回はまったく農作業に関わらなかったため、農作業

んでいます（笑）

で気をつけたい熱中症について一言。
筋肉痛や筋肉のけいれん、めまい、体のだるさや吐き
気、汗のかきかたがいつもと違うなどの症状が見られた

毎回作業をやることで畑がだんだんそれ

ら熱中症を疑うことが早めの手立てになるそうです。

っぽくなっていくことが嬉しくて感動して
います。
その感動を味わいたい方、隊員募集中で
す。まずは土づくりからです。

助監督 Fさん
制作部 Fさん

畑作業も回数を重ねるうちに、だんだん慣れてき
た今日このごろ。そりゃもう、暑くて暑くて汗もだ

編集部 Tさん

「熱中症かな？」と思ったら涼しい場所へ移動、体温を
下げる（保冷剤などを利用）、塩分や水分補給をする、
が原則。農作業の時も、飲み物・塩分は必需品です。

初参加の畑作業、そして初めての耕うん機でし
た。操作方法を習い、いざ発進！

……したまで

らだらかいているのですが、草抜きに夢中で汗を拭

は良かったのですが、耕うん機に引っ張られ文字

くのも忘れるほど。今回はキュウリのネット張り作

通りの意味で右往左往。想像していたより、かな

業もありましたが、手つきもこ慣れた感がでてきた

り大変でした。けど、楽しかった！

ような気がします！

少しうまくできたらなと思っています。

家 族が増えました！
先日我が家に新しい仲間が加わりました。昨

製造部
Ｔさん

次回はもう

夏バテ防止に効果あり！

簡 単デザート「フルーツの甘酒あえ」

年にゴールデンの「コロ」を亡くして、ペット

「薬膳茶房オーガニックごうだ」郷田美紀子さんの薬

ロスになっていましたが、今回はトイプードル

膳料理教室に編集部のOさんと参加。
「飲む点滴」とい

の「モカ」です。レッドのメスです。まだまだ

われる甘酒を使ったデザートが美味しかったので紹介

小さくて慣れないし、大変なことも多いけど、

します。

しっかり育てていこうと思います。我が家の犬

好きなカットフルーツを甘酒であえ、夏バテ予防や

は、ずっと甘えん坊で、誰にでも愛想をふりま

腸活におすすめのブラックペッパーをかなり多めに加

きます（笑）今回もそのオキテ?! に従って、

えるだけです。ヨーグルトよりもあっさりしています！

八方美人なモカを育てていこうと思います。

制作部 Tさん

料理教室の模様はJupia facebookを。

見てね！

営業部
Iさん

鉱脈社
秋の大感謝祭2018
リーマーケット出店者募集
フ
グ
中
ビッ
「鉱脈社秋の大感謝祭2018」が10月27日（土）に開催が決定

しました。ただ今、メイン企画「ビッグフリーマーケット」の出

店者を大募集中です。出店料は1枠（約3畳）540円。200枠限
定なので早めの応募がオススメですよ。

フリーマーケット申込はコチラ→
▼10月27日(土)10:00〜16:00
会場＝フローランテ宮崎(宮崎市)
問合せ／鉱脈社☎0985-25-1758（平日9:00〜17:00）

編集部
Tさん

ご参加おまちしてま〜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
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