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秋の大感謝祭
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―《いのち》を受け継ぎ、育み、受け渡そう

TOPIC
近所にある理髪店の看板ペットはミニ黒ブタさ
総務部
Kさん

こうみゃくふぁ～む日記

その
4

んです。

新田んぼに感謝！おモチ＆バーベキュー

名前は〝クロ〟ちゃん。

田起こし→田植え→除草等メンテ→稲刈り・脱穀……。いよいよ、精米
を経て→→おモチの段階に！ 田んぼの神様に感謝しながら、できたて
のおモチをいただきました♪

散歩の途中、たま～に遭遇します。
飼い主のお父さんに聞いた話では、娘さんは犬・猫アレル

※10月27日㈯鉱脈社 秋の大感謝祭会場にてもち米を販売いたします

ギー。でもブタさんは大丈夫だったそうです。ブヒッ！
嬉しい時は、短い尻尾を小刻みに振ります。
おやつは近くの原っぱの草をムシャムシャ尻尾フリフリ ♥
夏は、背中に蚊取り線香

何度か試行錯誤して、よう
やくベストな餅の状態が分
かりつつあります。蒸す時
の水の量がポイントです。

をしょってます。素敵！

最近見かけたクロちゃん
ミニ……ではなかったです……(；一 _ 一 )

oink
oink

娘の笑顔 （４）
娘に嬉しいフラッシュバックを起こさせたい。妻からも賛
同を得てそれからは毎日、家族でお互いを思いやる「あり
がとう」
「うれしい」などポジティブな言葉をかけあって、

精米前

そのままでも……焼いても♡

自分で田植えして、
自分でこねた餅は
格別にうまい！

見せました。そして娘が暴力を振るったときは、怖い顔で
叱るのではなく悲しい表情と言葉で「それをされると悲し
息子と妻と三人で、楽しくすごす日々を見せつづけている

これがモチに⁉

つきたてアツアツ、ヤワ
ヤワのお餅は 1ｍくらい
伸 び ま し た！ 最 高 で
す！ 何もつけずにその
ままで 3 つ食べました！

優しく、笑顔で過ごす姿を少しわざとらしいぐらい、娘に

い気持ちになるよ」と伝えるようにしてみました。

皆さまに感謝！

談笑＆ごちそう♪

炭火で焼いたおモチを
海苔 + 醤油で～♡
ごちそうさまでした！

と、その様子を娘が観察するようになり、少しずつ家族に

ワラをねじねじ
修行中

マイ

このもち米の名前は「GO 米 WAY」です！
10月27日㈯鉱脈社秋の感謝祭会場にてお
モチを振る舞います！ お楽しみに♪

ちょっかいを出すようになってきました。そんなときは、
ここぞとばかり、いっぱい笑顔をみせてやったことを褒め
てあげていると、次第に娘の目から苛立ちが消えてきたよ
うに見えてきました。
その後も、言葉はなかなか出ませんでしたが、ようやく家

秋の味覚は栗で決まり !!!

族が敵ではなく味方であることが分かってきたようです。

天高く我肥える秋、うれしい季節がやってきました。栗好

そして、表クレーン動作といわれる、手を引いてお願いし

きな私としては日之影や須木産を栗ご飯にしていただきた

営業部
Kさん

たいことの場所まで家族を連れて行って「お願

い！

い」という思いが伝わる表情をしてくれるよう

きに挑戦。大ぶりの栗と甘さ控えめの小豆餡がマッチして

去年は甘露煮にした栗を使って、手づくりのドラ焼

になりました。 （つづく）

いて、家族にも好評でした。今年も栗を使った
校閲部
Oさん

新作料理づくりにチャレンジします！

子どもたちの笑い声

秋の大感謝祭
皆さまのお越しを ！
す
お待ちしておりま

子どもが好きなので、子どもチームの担当を今まではやっ
ていました。バルーンアートで作る動物や剣などに目をキ
ラキラと輝かせたり、パン食い競争で半分ベソを
さにふれ、毎回感動と元気をもらっています。今
年も子どもの笑い声が響く会場になるといいですね。

秋の大感謝祭 …ってなあに？
2010年、「口蹄疫を吹っ飛ばせ！ チャリティーフリーマーケット」
と題して始まった秋のイベント。年々形を変えて、今回８回目の開
催となります。社員、お客様、地域の方々……たくさんの方がつな
がる場、そして賑わう場になってほしいと、毎回いろいろなチャレ
ンジをしています。
今年は、200店舗が出店するフリーマーケットをはじめ、生産者直
売の農家マルシェに雑貨マルシェ、人気のパンマルシェ、お腹大満
足のグルメ屋台村、パン食い競争や、お子様が喜ぶこども縁日、か
わいいゆるキャラも登場します！ みやざきぬ～どる研究所の麺の
食べ比べも実施！ こうみゃく通信でお伝えしている「こうみゃく
ふぁ～む」からは、スタッフ渾身の出来立て新もち米、その名も
“GO 米 WAY”を販売！ 皆様のお越しをスタッフ一同お待ちして
おります！
スタッフのやりたいこと、日ごろは内に秘めているアツイ思い、い
ろんなものがギュギュッとつまった感謝祭！ そんなイベントにか
ける今年の意気込みや過去の失敗談、嬉しかったことなど、熱～い
思いをお届けいたします。

人気店のうばいあい !?
タンみや＆jupia マルシェ

編集部
Oさん

営業部
Kさん

かきながら必死にパンに食らいつく子どもの純粋

わく

わく

今年初めての大感謝祭！
今回が初参加となります。すべてが初めて
のことなので、全然スムーズにいきませ
ん。フリマの担当ですが、そもそもわから

編集部
Nさん

ないことがわからない状態で時間だけが過ぎていきます。
見よう見まねでデータを作ったり、チラシ配りをしたり、
道の駅や公共施設などへ申込用紙を置いたり、バス停に
貼付に行ったりといろいろなアドバイスをもらい実行し
ました。そのおかげか申込者も少しずつですが、増えて
きました♪

おっ
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開催 1 カ月前ですが、経験者の先輩方やチー

ムメンバーの力を借りて地道にきばっちょります！

「行って」「見て」「驚いて」
どきどき
感謝祭が目の前に迫ってきております！

制作部
Hさん

昨年好評だったマルシェを、今年も感謝祭のなかで開催します。

各チームいろいろと大人から子どもまで楽

農家マルシェ、スイーツマルシェ、雑貨＆ハンドメイドマルシェ

しめるネタを、何度もミーティングして練りに練っており

の３コーナーにわかれ、取材でお世話になっているお店さんを中

ます。去年は「タウンみやざき」の過去のバックナンバー

心にラインナップしています。……が、秋はどこもかしこもイベ

を一堂に並べたところ、懐かしさを感じる来店者もおられ

ント目白押し。人気店はどこの主催者も狙っているので、うばい

ました。今年も長い、なが～いスパンのあるネタを用意し

あいです。昨年は初出店のお店も多く、お店同士、業種を超えて

ているという情報をキャッチ。その詳細は、ここでは語れ

交流の輪が広がり、自然発生的に商品の交換会も。来場者とのふ

ませんので、ぜひ「行って」「見て」「驚いて」ください。

れあいはもちろん「他店とつながれてよかった」「売上以上の収
穫があった」との声をいただきました。今年はどんな出会いがあ
るのか楽しみです！

お店がいっぱい！
フリーマーケットはたくさんの方が出店される
ので楽しみです。慣れている方は手づくりの
シュシュやペンダントを販売したり、商品の並
べ方も統一感を出したり、棚や三段ボックスを
使い立体的に見せるなど感心す

！
いいね

営業部
Sさん

ることばかりでした。今年もた
くさんの方が出店されるので楽
しみです。

今ではお気に入り
昨年、初めて行った秋の大感謝祭。ハンドメイドブースで
見つけたヘアゴムを今も大事に使っています。紺色のクル
ミボタンの上に菜の花の刺繍入り。素朴なデザインに一目
ぼれして、その場でゲット！

普段はアクセサリーを買う

あたらしい家族に出会えるかも
去年の感謝祭の動物譲渡会
にて出会い、わが家に迎え
たさくらちゃん♀。
先住猫たちに囲まれてすく
すくと育ちましたが、まだ
赤ん坊みたいにちゅっちゅ
と毛布を吸うクセが治りま

わい

せん（笑）。

だけど、こんなにかわいい子に出会えて毎日ハッピーです♡
今年の感謝祭も、誰かと誰かの素敵な出会いのきっかけにな
りますよう、スタッフ一同頑張ります！

勇気が持てず、遠慮していたので、久々に嬉しい買い物が

制作部
Nさん

できました。今年も様々な出店者が集まります。

左から福丸５歳、
乱太郎３歳、さくら１歳。
仲が良すぎである！

今年はおもてなし側なので、私はゆっくりと買

編集部
Uさん

い物はできませんが、みなさんは「ビビッ！」

う！
2018 年も つながろ

とくるステキな商品を見つけてみてくださいね。
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日時：10月27日㈯

作り手たちが集結！
編集部
Mさん

数多くの掲載店や取材先の皆さま、読

10:00～16:00

者さまに支えられている「タウンみや

会場：フローランテ宮崎

ざき」＆「jupia」です。編集部の私が日々感じてい
るのは「
“雑誌”という 1 つのものを作る、関わる
●

マルシェという“場”に、作り手たちが集まりま
す。チームでは、私たちが伝えたい感謝の気持ちを
どういう形で表現するか･･････、幾度も会議を重ね
ています。来場者の方々だけでなく、出店してくだ
さるお店さまにも楽しくて“ウレシイ”がつまった
1 日にしたい。打合せ中も、真剣な表情をしつつワ
クワク感を隠せないメンバーたち。当日まであとす
こし、準備も目いっぱい楽しむぞー！

ほっと 一
息

がや

ビッグフリーマーケット
あつまれ！ワクワクこども縁日
● ゆるキャラ大集合
●

人全員が“作り手”である」という一体感。今回は

●

Super「農福連携」店 in スペシャルバージョン

タンみや＆jupia マルシェ
● 人気のキッチンカー
● アニマルボンド（犬猫譲渡会）
● スマイルミッピー号
パンマルシェ
● みやざきぬ～どる研究所
●

がや
にゃ

評更新中
取材・得 情報 好
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