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 発掘・継承・創造 －  発掘・継承・創造 －  《いのち》を受け継ぎ、育み、受け渡そう。

今日のランチはカレーか、うどんか、弁当か。
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季節はずれですが、
「フォトジェニック」と
聞いて思い出しました

総務部
Kさん

2月24日㈰、延岡総合文化センターにて開催され
る「ものまねヒットパレード」のプロモーションで、
ものまね芸人の君島遼さんが来社されました！
君島さんといえば、昨年11月末の『ものまね王
座決定戦2018』で、並み居る強豪の中で見事優勝
を勝ち取った、いま、一番見たいと言わしめるもの
まね芸人さん。“本人以上”と称賛される十八番の
小林幸子さんを披露していただきました。
わが社のスタッフとも記念撮影！
君島さん、ありがとうございました！

真冬でも農ライフを満喫中！　今回スタッフたちが挑んだのは、春の風
物詩「畔焼き」。G常務＆F部長夫妻の地元、新富町の畔焼きの行事に参加い
たしました。畔焼きとは、農作物の栽培環境整備として、田んぼの畦や土手、

河川の周りなどの雑草
を焼却し、農作物に害
を及ぼす虫を駆除する
ため行われます。古く
から農家さんに伝わる
日本の文化と言っても
いいですね。

いらっしゃいませ、編集部！

編集部
Yさん

小学校低学年くらいの節分の日に一悶着あり、本物の鬼が現れたことが
あります。当時はめちゃくちゃ怒っている鬼に恐怖しかありませんでした
が、今となっては笑い話です。節分と聞くとすぐそれを思い出してしまう
ので、私の中の鬼はなんだろうと考えている時も、その場面の鬼がチラつ
いてちょっと面白かったです。　　　　　　　　　　　　　　（制作部Ｉ）

定期購読してくれている両親が、
「こうみゃく通信楽しかったよ」と
毎月報告してくれます。楽しみに
してくださっている方は、他にど
のくらいいらっしゃるのでしょう
か。ぜひご一報ください！
　　　　　　　　　（制作部Ｎ）

フォトジェニックな写真を探し
たけれど、スマホの画像欄は鍋の
写真ばかり。トマト鍋、キムチ鍋、
もつ鍋……どうやら私はＳＮＳ映
えより食べたいものを優先してい
た模様。この冬に撮った鍋の写真
を眺めて、次は何を食べようかと
思いをはせた今日この頃でした。
　　　　　　　　　（制作部Ｓ）

春よ来い来い♪畔焼き初体験！春よ来い来い♪畔焼き初体験！

くすぶっている
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「青々とした杉の葉」

これは火をつける道
具の手作りバーナー。
竹の先に針金を巻き、
灯油を湿らせたぞう
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缶を吊るします

お疲れ様会の主役「サバ缶」。炭火で温めて食べる
と絶品 !!
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寒さが苦手で自分をかなり甘やかしています。コタツにいる時間が長く
なりついゴロゴロ。しかしそんな私にも自分に厳しいところがあります。
それは「朝イチのスクワット」です！……厳しさとしてはやや弱目ですが、
どんなに眠くても集中してスクワットすることを自分に課しています！
続けられるポイントは朝食を温める電子レンジ待ちの3分間というとこ
ろ。時間設定もされてお手軽にできるので気に入っています。
血流が良くなり目も覚め、朝食も温まり（？）、何より健康的。
ただ、休日などはなかなか布団から出られず、スクワットするまで時間
がかかるのが今後の課題です。

「毎朝のこだわり」

毎日のように車を運転していますが、AT車のつまらなさ……。
車は操るものとしてMT車のこだわりは捨てられないです。こ
のご時世、MT車を探すのも大変だけど、こだわって乗ってい
きます。ちなみに今もMT車です（笑）。

私の中には「ぶっきらぼう」という鬼がいます。時々、明る
い電灯や人がガチャガチャ喋る音が身体に障り、頭痛がしてき
て動けなくなってしまう私。調子の悪さからつい家族に「テレ
ビ音が大きい！」「電気の明るさ落して！」とキツめに言って
しまいます。どんなに調子が悪くても、しおらしく（笑）お願
いできるようになりたいものです……。

来年の東京オリンピック・パラリンピックが近づくにつれ、全国でも盛
り上がっていくことでしょう。しかし、今年はラグビーＷ杯イヤー !!!!　
まずは、この楕円球で熱くなろうではないですか!!!　前回大会の最大の大
番狂わせ、南アフリカ戦での逆転勝利。世界のラグビーファンを驚かせた
日本代表の「ジャイアント・キリング（大物食い）」の再現を期待します。
　生観戦できないのが悔しいですが、前回同様、テレビの前で涙の雄叫び
を上げたい！　あの興奮よふたたび、桜のジャージを応援しましょう！

スタッフみんなで作ったもち米も美味
しく食べて、念願のしめ飾りも自分でで
きて、とても良い2018年でした。2019
年も3月のもち米田植えまでに畦焼きや田
土（たんど）と大忙し！
皆様におかれましても良い年でありま
すように。
2019年もよろしくお願い申し上げます。

2019 は楕円球に熱くなれ !!!

我が家の部活動
都城にある私の実家付近は、気球を飛ばすのに絶好の環境です。冬場に
泊まりで帰ると、朝、家の上を気球が飛んでいます。今年の正月も飛んで
いたので慌てて撮影したら、宮崎大学の気球部の皆さんでした。創部は
1975年だそうですが、学生時代はまったく知りませんでした！　3月15
日㈮～17日㈰は、熱気球第25回全日本学生選手権（主催・宮崎大学気球部、

共催・佐賀大学熱気球部）が都城で開催さ
れます。皆さん、見に行きませんか～。

気球に乗ってどこまでも～♪

　少しずつ心を開いてくれ始めた娘でしたが、自閉症特有のこだわりが凄
く、これには閉口しました。自分で決めたことは少しも曲げない。ある時、
兄が通う幼稚園へ娘の手を引いて迎えに行くと、通園路にある門扉付きの
全ての家の前に立ち、１軒ずつ門を開けては閉じるを延々とやり続ける。
そのお宅の方がいようがおかまいなしで、偶然その家の人が見ていたとき
など、咄嗟にやめさせようとするともう大変。その場にひっくりかえって
泣きわめき、手のつけようがない状態になります。
　そうなってしまうと、後は本人が落ち着くまでただひたすら待つ。ここ
で「泣きやみなさい」とか「ほら立って」などと言おうものなら、さらに
大暴れです。他の自閉症児は違うのかもしれませんが、娘は指示されるの
が大嫌いな性格で、パニックになっているところに、さらに「ああしろ」
「こうしろ」は逆効果でしかありませんでした。
そんな私たちに、事情を知らない方からは「どうして叱らないのだろ
う」「親なのになぜ声を掛けてあげないのだろう」などといぶかしい目で
見られて、くやしい思いもしたものでした。しかし、これも私の勝手な思
い込みだったのかもしれませんが。　　　　　　　　　　（次回につづく）

娘の笑顔　５

祖母の家にいる猫の写真です。フォ
トジェニック……ではありませんが、
面白い寝方に思わず笑ってしまいます。

年末年始から我が家では凧揚げが
ブーム。特にこのヒミツの場所は少
しの助走でぐんぐん揚がります。冬
枯れの芝生にゴロンと寝転がると眼
前にはきれいな青空と雲、そして凧が。
ずっと眺めていても退屈しないひと
ときです。

びっくりな寝相！

記念の一枚を募集しています

校正部
Oさん

公園での凧揚げ
鬼は外！福は内！　2月といえば節分。私の中にもいる、ついつい
出てしまう鬼な部分、変なこだわり、強い信念などをご紹介します。

田野町
大根やぐら

営業部
Iさん
営業部
Iさん

意外な場所や、物、瞬間、人、が思ったよりも写真映えした！
社員が撮影したフォトジェニックな写真をご紹介します。

常務
Gさん

タウンみやざき・コマ地
図担当に代わり、まだ日は
浅いですが、穴場スポット
や意外な名所を知るところ
から始めています。コマ地
図作成のときに撮影したお
気に入りの一枚。木漏れ日
が差し込む風景がステキで
した。コマチャレの投稿写
真も楽しそうな雰囲気が伝

わってくるので、見ていて楽しいです。これからも発見や驚きを感じても
らえるように頑張ります！

製造部
Ｔさん

最近、お酒が大好きな父に私の中の鬼が動き出します。お酒を飲むのは
いいけれど、飲みすぎると言ったことをすぐに忘れてしまうので大変なの
です。たまになら目をつぶるけどなんせ頻度が高い！　朝はタイミングが
合わないので、夜しか話す時間がない父に約束ごとを取り付けても、すで
にお酒の入っている父には意味なし。何を言っても効果がないので半ば諦
めモードですが、急にお酒を飲まなくなっても逆に心配になるので、肝臓
を悪くしないことを祈るばかりです。

飲みすぎ注意！ 制作部
Iさん

編集部
Uさん床暖房の魅力

には

抗えないニャ
～
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Yさん

小学校低学年くらいの節分の日に一悶着あり、本物の鬼が現れたことが
あります。当時はめちゃくちゃ怒っている鬼に恐怖しかありませんでした
が、今となっては笑い話です。節分と聞くとすぐそれを思い出してしまう
ので、私の中の鬼はなんだろうと考えている時も、その場面の鬼がチラつ
いてちょっと面白かったです。　　　　　　　　　　　　　　（制作部Ｉ）

定期購読してくれている両親が、
「こうみゃく通信楽しかったよ」と
毎月報告してくれます。楽しみに
してくださっている方は、他にど
のくらいいらっしゃるのでしょう
か。ぜひご一報ください！
　　　　　　　　　（制作部Ｎ）

フォトジェニックな写真を探し
たけれど、スマホの画像欄は鍋の
写真ばかり。トマト鍋、キムチ鍋、
もつ鍋……どうやら私はＳＮＳ映
えより食べたいものを優先してい
た模様。この冬に撮った鍋の写真
を眺めて、次は何を食べようかと
思いをはせた今日この頃でした。
　　　　　　　　　（制作部Ｓ）

春よ来い来い♪畔焼き初体験！春よ来い来い♪畔焼き初体験！

くすぶっている
残り火を広げて
焼き、終えたら
火を消します

道具は
「青々とした杉の葉」

これは火をつける道
具の手作りバーナー。
竹の先に針金を巻き、
灯油を湿らせたぞう
きんを入れたアルミ
缶を吊るします

お疲れ様会の主役「サバ缶」。炭火で温めて食べる
と絶品 !!

焼き方を地元の方に
ご指導いただきました
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