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 発掘・継承・創造 －  《いのち》を受け継ぎ、育み、受け渡そう。

洗濯物を庭で干す際に気がかりなのが風で飛んで汚れてしまうこと。
そこで考えたのがチェーン。写真のプラスティック製は安！軽！の便利
アイテムで、物干し竿にくるくると巻きつけるだけでOK！　ハンガーに
かけた洗濯物をチェーンの輪に引っ掛けることで、春の嵐のような暴風
でも安心です。

寒暖差の激しい今日この頃ですが、みなさまいかがお過ごしでし
ょうか。こうみゃく通信も、創刊からそろそろ１年が経とうとして
います。月日はあっという間に過ぎてしまいますね。
さて今回は、タウンみやざき３月号の特集に関連づけて、「あると
便利⁉　オススメ日用雑貨」をお送りします。お好みの日用雑貨に
はその人らしさが見えるものです。スタッフのこだわり雑貨の数々
をみなさまにご紹介いたします。ぜひ楽しんでください！

こうみゃく通信は鉱脈社制作部の若手が主体となって制作してい
ます。弊社の魅力を一生懸命伝えてまいりましたが、少しでもみな
さまにお気に召していただけたでしょうか…？　またここから成長
してまいりますので、末永くお付き合いくださると幸いです。

あと一か月あまりで、入社して一年が経とうとしています。右も左
もわからないころからすれば少しは成長できたかな…？　と自分で自
分をほめてみたり。まだまだ覚えることは盛りだくさん。二年目も頑
張るぞ！

早いもので、こうみゃく通信創刊号の発行から一年が経ちます。創
刊号から企画・編集・制作と携わっていますが、少しずつこうみゃく
通信が変化してきていると同時に、私も少しずつレベルアップしてい
る気がします。
しかし、まだまだレベルアップの途中！　引き続きこうみゃく通信
をよろしくお願いします。
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わたしのファーマーズライフの
スタートは、2018年4月7日。も
ち米の田植えから始まった。幼少
期は、県内でも都会的？環境のな
かで生活していたため、田んぼや
畑はもちろん、昆虫や爬虫類など
とのふれあいには無縁。むしろ大
のにが手と言っても過言ではない。そんなわたしがレクリエーショ
ン感覚でふらりと参加した田植え。蛙や得体の知れない虫？に囲ま
れ、半ばくじけそうになったタイミングもあったが、それ以上に感
じたことは“自然って気持ちいい”。具体的に何がどうなのかと問
われると困る。しかし、今では週1ペースで畑作業に勤しんでいる
のが、あの時“気持ちいい”と感じた答えなのではないだろうか。
さて、次は何の種をまこうか？　　　　　　　　　  （編集部Tさん）

雑草たちもまだまだ冬眠中。そんななか、着々と丹三郎
labo.の整備は進んでいます。車の駐車スペースだった場
所を、土・肥料入れや耕うん・畝たてを行い個人農園エ
リアを作りました。まずは制作部T、編集部TのT・Tコン
ビによる、長ネギ・ナス・ブロッコリー・レタスの種まき。
他スタッフより一足お先にスタートです!!

そして…

to be continued...
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今回初めての“シイタケのこま打ち”
体験をしました。原木に種菌を植え付ける
植菌作業で、2～3月がベストシーズン。クヌギ
の木にインパクトドライバーで穴をあけ、木片
（駒）にシイタケの菌糸を培養した「駒菌」を打
ち込みます。単純作業ながらもなかなか重労働。
こま打ちを終えたクヌギはハウスの中で横積みに。
さぁここから1～2年？　プリプリのシイタケに
会えるまでちょっぴり時間がかかりそうです。

シイタケコマ打ちシイタケコマ打ち

畑作業を楽しむ！畑作業を楽しむ！畑作業を楽しむ！畑作業を楽しむ！

祖父母が農業をしていて子どもの頃遊びに行くと、トラクターに
乗ってもらって畑やビニールハウスに行ったり、草鞋づくりを教え
てもらったりしていました。現在、その畑はなくなってしまいまし
たが、丹三郎ラボで活動していると当時のことが思い出されます。
山中の空気の気持ちよさや土の匂い。虫の多さ（笑）。また当時は分
からなかった祖父母の苦労や料理の味付けが濃い理由（肉体労働の
あとはしょっぱいものが食べたくなる）、世話をした野菜を収穫した
時のうれしさ、食べた時のおいしさ。得られるものがとても多いで
す。今は、個人スペースに植えたブロッコリーとナス、駒打ちした
しいたけの成長が楽しみです。　　　　　　　　　　（制作部Tさん）
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気になるアイテムは見つかりましたか～？

タウンみやざき3月号は「雑貨」特集！要チェックです♪
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タウンみやざき3月号は「雑貨」特集！要チェックです♪

会社に持っていく水筒や家
で使うコップなどを洗った後
にかけて使います。乾くのも
早いし、使わないときは折り
たためるので重宝しています。

▲折りたたんだ時はこんな感じ

毎日使うもの

スッ
キリ

ダイソーのこれ！

カワイイ皮むきアイテム

急須いらずで活躍！

癒されています…
毎日、編集の仕事はパソコン

入力で指先を使うことが多いの
で、これで疲れをとって癒され
ています。マッサージをした翌
日は、なんだか手が軽くなった
感じがして、ますます仕事がは
かどるような（笑）。編集部の
Yさん宅にもあるので、ハンド
マッサージャーの良さを一緒に
共感しているところです。

お茶が大好きな私が出会った素敵な水筒を紹介します。
『TWISTEA』というタンブラーで、なんと水筒の中に茶こしが付い
ているんです！　片方から茶葉を入れてお湯をそそぐだけで、簡単に
あたたかいお茶ができてしまい、しかもそのまま持ち歩ける。めんど
くさがりな私にとって最高な雑貨です。

自宅で見つけた緑色の小鳥。くちばしが小さな（プラスチックの）
ナイフになっており、文旦や八朔など、皮厚ミカンの皮をむくのに使
用します。使い方は、以下のとおり。
最近「皮をむくのが面倒...」と敬遠されがちな生鮮果物たちですが、
こんなカワイイお役立ちグッズがあると、“ひと手間”かけても、

楽しくなりますね。

友人に教えてもらった、ダイソーの
これ！　私の中で、高いコストパフ
ォーマンスを評価しております！
要は、歯みがき粉をはじめとするチ

ューブ類を「最後まで使用できます
よ」というシロモノ。
チューブであれば、メイククレンジ

ングクリームからわさびまで幅広くイ
ケると思います（いまのところ、試し
たのは歯みがき粉だけ）。
そして、なんと吸盤フック付き！　

あと２つは買い足そうと思っています。

ここ数年身内が病気になることが多く、病院に駆けつけるこ
ともしばしばあります。私は大きな病気にかかったことがない
ので、入院や手術がどんなものなのかイマイチ分かりません。
ただ、長期の入院や大きな治療をした親せきは、誰一人落ち込
むことなく明るく治療に励み、病気を跳ね返してました。病気
の種類も原因もさまざまでしたが、気持ちが元気であればどん
な病気でも治るんじゃないかという気がしています。「病は気か
ら」って本当なんだと思いました。
今年は、年頭から病院にお世話になることがあり少し不安が

ありますが、今年こそみんな健康に過ごしてほしいです。

元気が大事！

まだまだこれから‼

娘の笑顔 ６

約10年の保育園の送り迎えから解放さ
れます。自分でもよくやったなぁと思い
ます。そんなんで、今年の４月から久々
のチャリ通が始まります。最初の方は、
筋肉痛になると思うので、年もトシだし
様子を見ながら、体と相談しながら、や
っていこうと思います。頑張ります‼

がんばる
お父さん

娘の状態では、通常の幼稚園、保育所というわけにはいきま
せん。どこに娘を通わせるかの検討も当時ありました。自閉症
という病気は、聴覚の情報より視覚の情報の方が本人に理解さ
れやすい特性を持つので、絵や写真をカードにして視覚によっ
て伝えると意志が伝わりやすいことを知りました。そこで、絵
カードを多く活用する発達支援センターの動画を見てみたので
すが、どうも私にはピンときませんでした。というのも、雑音
や他の視覚情報が入らないように仕切りで遮蔽され、目の前の
壁には今日の予定や本人に伝えたいこと、覚えてほしいことが
絵カードや写真で示してありました。その子の様子を見ている
と、絵カードで示されると理解できるし、見通しがたつのでパ
ニックにならないと良いことばかりなのですが、どうしても気
になったのが子どもの目の表情でした。喜怒哀楽が薄く、指示
に従うロボットのように当時の私には見えたのです。
そんな時、それまでずっと診療でお世話になっていた「発達

支援センターおおぞら」の「通所部」を見学させてもらいまし
た。絵カードも使ってはいましたが仕切りはなく、先生たちも
子どもに通じにくくても声掛けをして、通常の幼稚園に似た雰
囲気を感じました。パニックになる子どももいますが、そっと
他の部屋に連れて行って落ち着くまで見守る様子に、どこか

「人としてあつかってもらえている」
と感じ、ここへの入園を決めました。

次回へつづく…

▲使用時はこんな感じ

きもちいい～♪

姪っ子が小学2年生の時に作ってくれた、折り紙のランドセル。
この完成度、すごくないですか!?　肩にかけるストラップはも
ちろん、机にひっかける輪っかまで。さらにフタを開けて中に
教科書を入れることもできるんです（教科書も折り紙で）。「ス
ゴイじゃん！　誰に教わったの？」と聞いたら、「パソコンで調
べたら出てくるよ」だって！　イマドキの子ねえ。

クオリティーの高さにびっくり！
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わたしのファーマーズライフの
スタートは、2018年4月7日。も
ち米の田植えから始まった。幼少
期は、県内でも都会的？環境のな
かで生活していたため、田んぼや
畑はもちろん、昆虫や爬虫類など
とのふれあいには無縁。むしろ大
のにが手と言っても過言ではない。そんなわたしがレクリエーショ
ン感覚でふらりと参加した田植え。蛙や得体の知れない虫？に囲ま
れ、半ばくじけそうになったタイミングもあったが、それ以上に感
じたことは“自然って気持ちいい”。具体的に何がどうなのかと問
われると困る。しかし、今では週1ペースで畑作業に勤しんでいる
のが、あの時“気持ちいい”と感じた答えなのではないだろうか。
さて、次は何の種をまこうか？　　　　　　　　　  （編集部Tさん）

雑草たちもまだまだ冬眠中。そんななか、着々と丹三郎
labo.の整備は進んでいます。車の駐車スペースだった場
所を、土・肥料入れや耕うん・畝たてを行い個人農園エ
リアを作りました。まずは制作部T、編集部TのT・Tコン
ビによる、長ネギ・ナス・ブロッコリー・レタスの種まき。
他スタッフより一足お先にスタートです!!

そして…

to be continued...
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今回初めての“シイタケのこま打ち”
体験をしました。原木に種菌を植え付ける
植菌作業で、2～3月がベストシーズン。クヌギ
の木にインパクトドライバーで穴をあけ、木片
（駒）にシイタケの菌糸を培養した「駒菌」を打
ち込みます。単純作業ながらもなかなか重労働。
こま打ちを終えたクヌギはハウスの中で横積みに。
さぁここから1～2年？　プリプリのシイタケに
会えるまでちょっぴり時間がかかりそうです。

シイタケコマ打ちシイタケコマ打ち

畑作業を楽しむ！畑作業を楽しむ！畑作業を楽しむ！畑作業を楽しむ！

祖父母が農業をしていて子どもの頃遊びに行くと、トラクターに
乗ってもらって畑やビニールハウスに行ったり、草鞋づくりを教え
てもらったりしていました。現在、その畑はなくなってしまいまし
たが、丹三郎ラボで活動していると当時のことが思い出されます。
山中の空気の気持ちよさや土の匂い。虫の多さ（笑）。また当時は分
からなかった祖父母の苦労や料理の味付けが濃い理由（肉体労働の
あとはしょっぱいものが食べたくなる）、世話をした野菜を収穫した
時のうれしさ、食べた時のおいしさ。得られるものがとても多いで
す。今は、個人スペースに植えたブロッコリーとナス、駒打ちした
しいたけの成長が楽しみです。　　　　　　　　　　（制作部Tさん）

いそ

ドキドキ♡の初体験
種菌（種駒）

インパクトで
穴をあけて

種菌（種駒）を
打ち込む
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