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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。

いらない衣類を処分する際、「気に入ってた部分」だけハサミでチ
ョキチョキ切って小箱にためこんでいます。例えば、花の刺繍・レー
スの部分だけ、かわいいボタンやビーズなど……。生地そのものが
好きだったなら、四角に大きく切って保存します。そろそろ新しく
生まれ変わらせてあげたいなあと思います。雑貨に貼ってアレンジ
したり、小さな巾着を作ったりしようかなと思います。
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制作部
Ｍさん

昨年から引き続き、餅米作りにチャレンジします。早速田越こし（耕
起）作業に取り掛かりました。まずは田んぼに落ちている石拾い。ゴ
ロゴロたくさんの石を拾いまくりました。それから近隣の方にトラク
ターをお借りして、不安定ながらも田起こしに挑戦。なかなかの仕上
りでした♪　さぁ今年の田植えは3月30日。お天気になりますよ～に。

3月17日、ついにJLF開幕戦！　わたしたちが応援する「テゲバジャー
ロ宮崎」がヴェルスパ大分と対戦しました。会場の生目の杜運動公園には
なんと1637名のサポーターが集結。結果は惜しくも0-1で勝利を飾れずで
したが、次の試合に期待しましょう!!

まさかの侵入者の正体は
……野生猿。隊員が大切に
育てていた玉ネギ畑が見事
にやられてしまいました。
　トホホ（涙）

↑オープニングイベン
トで披露された「宮崎
学園高等学校書道部」
による圧巻のパフォー
マンス!!

こうみゃく通信の制作を担当して、今回で５号目となります。自分にも
できるのだろうかと不安に思いながらも携わってきましたが、時間がたつ
のは早いものです。
季節に合わせた色やデザインを考えることはおもしろく、なんだかんだ

毎回楽しく作ってきました。この調子でどんどん成長していきたいです。
これからも進化するこうみゃく通信をどうぞよろしくお願いします！

（糖分）

お気に入りを新しく

寒さも薄れてきてだんだん過ごしやすくなってきましたね。私は春にな
るとなんだか散歩にでかけたくなります。特に晴れて心地いい風が吹く日
には外に出ないと損した気分になるので、今春は、冬の間動かずに怠けき
った身体に鞭をうち、運動でも始めようかと思っています。ただ、言うだ
け言ってしない可能性のほうが高いという現実。そんなんじゃダメだ！　
平成も４月で終わっちゃうし、新たな気持ちで次の元号を迎えたい！　内
面から一新ぞ！　と気合を入れるところから始めていこうと思います。

（がき）

田植えの準備完了！田植えの準備完了！

侵入者あらわる!?
侵入者あらわる!?

モンキーに玉ネギを
食べられるの巻
モンキーに玉ネギを
食べられるの巻

テゲバジャーロ宮崎vs
ヴェルスパ大分
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一新計画
私の フリートークフリートーク

春は出会いと別れの季節。今年は平成最後の月にもなる4月に思い
切って一新しちゃおう！　ということで、社員のみなさんに4月中に
お別れしときたいモノ、新しくしておきたいモノを聞きました！

突然の訪問者

長年愛用していたプーマのランニング
シューズの底に穴が空いてしまい、泣く
泣く処分することに。今度はどれにしよ
うかなと検討中、マラソンの大迫選手ら
海外選手が履いているナイキのオレンジ
色の厚底シューズが気になり、リサーチ。
品切れ状態に加え金額を知り、さすがに
購入は難しいかなと。そして手に入れた
のがアディダスの赤いシューズ！　早く
履いて走りたくてうずうずしています。

ニューシューズ

部屋に空きスペースを

ニューボード製作中！

憧れの作業場づくり
入りきらない書籍やマンガ、買い集めたアニメグッズ、引き出しに眠っ

たままの参考書など……この春から、中途半端になっている趣味や勉強に
集中するため、部屋の模様替えを計画中。タンみや3月号に載ったハンド
メイド作家さんの作業風景を見た時に、好きなものに囲まれた空間に憧れ、
「私の部屋にもそんな憩いの場所が欲しい!!」と自分だけの作業場を作ろう
としています。「机を買い替えたい」「理想の本棚を探したい」、そんな欲
望にまみれた結果、資金繰りの壁が立ちふさがることに……。夢実現のた
めに節約ですね☆

４月末納品とのことでずっとワクワクしてます！
しかし今作っていること、買ったこと、それ

がいくらなのか奥さんには何ひとつ
言ってません！ (恐ろしす

ぎて言えません！涙)
この問題を早急に

片付けたいです！

捨てたくはない。しかし、部屋が狭いので収納できない。トランクルー
ムを借りようか。ちょっと月あたりのレンタル代が……と迷っていたら、
配達型のものだとダンボール1個あたりで値段が変わるという。かなりお
財布に優しいぞ。これを使って、長年取っておくものはそっちに送って、
部屋の通気を少しでも増やそう。ということで、配達型トランクルーム作
戦決行中です。さて、空いたスペース来年も維持できるか？　それともそ
こはそこで埋まってしまうか？　今は考えない。

年に1～ 2回、フリーマーケットに出店しています。近年は友人と一緒
ですが、ソロで参加していたこともあります。なぜフリマに出店するの
か？　ずばり「物を捨てられないから、殊に洋服とか」。出品するアイテ
ムには事前にタグをつけたり、アイロンをかけたりしますが、その段階で
一応「ふるい」にかけ出品or処分を決めています。フリマのマイセオリー
のひとつが「今もしくは今からすぐ着られる服を出品すべし」。ですので
「今回はご縁が無かったけど次回があるさ」と売れなかったアイテムを含
めたフリマ行きは、ざっくり春夏・秋冬に分けられています。そう押入れ
の一角を「フリマ（春夏）」「フリマ（秋冬）」という衣装ケース等々が占
有してるのです。「思い切って捨てりゃいいのに･･････」と自分でも思い
ますが、フリマ出店はそれはそれで楽しく、売り上げでまた買い物をする
というループにも気付かないフリです。

タンみやおよびjupiaの映画コーナー担当であ
りながら、これまで映画館で映画を観るというこ
とを怠ってきたことを反省し、今年の目標に掲げ
ました。2カ月半で観た映画は、『教誨師』『マス
カレードホテル』『ファーストマン』『翔んで埼
玉』『サムライマラソン』『グリーンブック』『リ
ヴァプール、最後の恋』の7本（試写会含む）。
意外といけそうです。今のところ、今年の私の個
人的アカデミー賞暫定1位はグリーンブック。映

画は人それぞれ好みがあるので中身は言いませんが、ここ数年のおすすめ
は『セッション』『孤狼の血』『彼女がその名を知らない鳥たち』などです。

「これはいつか使いそう！」と思って買ったものが引き出しにあふれか
えってます。かわいい柄の折り紙やシール、珍しい形の消しゴムなど……
使いそうで、でもどこで使うの？というものばかり……。なので近所に住
む子どもたちにあげることにしました。ちょうどそういうものを集めるの
にハマっている子が多いらしく、「譲渡会」は大成功。喜んでくれる姿を
見ていると、使わないけど集めてよかったなあと思いました。

小さな譲渡会

リノベーション計画始動

脂肪とさようなら
私が４月からどうしてもお別れしたいもの……、それは脂肪です。昨春

まで14キロ痩せたのに、この１年で16キロリバウンドという、グッと痩
せては、ドカっと太るを繰り返しています。健康のことも考えないと非常
にまずい状況なので、最後のチャレンジと思って取り組みます！　そうし
ないと家内からお別れされそうです。

リノベーションをしたいです。というのもjupiaのセルフリノベーション
特集で、おしゃれにリノベーションしている家に感動したことが始まりで
す。リノベーションと言ったら大がかりで大変そうなイメージでしたが、
今はセルフでリノベーションを行う家も少なくないらしいので、私にもで
きるのでは？とまだ計画も何も立てていないのにワクワクしています。
高校の時の先生は自分で家を建てた、キャンプ場をつくった、ともはや

セルフリノベーションの域を超えプロレベルなことをしていたので、ゆく
ゆくは私もキャンプ場とは言いませんが、小屋くらいは作れるようになり
たいです。100均の商品をうまく使えば手軽にリノベーションを楽しめる
ということなので、とりあえず今は、4月中に収納ボックスができたら嬉
しいな。

ん?!何？この黒いかたまりは……
ある小雨の降る日にふとデッキを
見ると椅子に黒猫が！
休憩中なんですね　そっとして

おきました
我が家ではこの野良猫を　宅急

便と命名しています　またいらっし
ゃいにゃー

書庫前駐車場の
つくしたち

娘の笑顔 ❼

営業部
Hさん

営業部
Kさん

業務部
Oさん

制作部
Sさん

編集部
Uさん

営業部
Sさん

制作部
Iさん

総務部
Kさん

営業部
Iさん

３歳から通い始めた「おおぞら」は今思えば、娘を動物から人にし
てもらった場所でした。関係を持たれることが嫌いというか、他者に
対してなかなか心を開けない娘を根気強く丁寧に、トイレの仕方やス
プーンなどの道具の使い方、挨拶の仕方など「日生」と呼ばれる人と
して日常生活をするために必要な知識を一つずつ教えてくださいまし
た。親の私たちからすればどう教えて良いか分からない、その一つひ
とつを身につけて帰ってくる娘に感動したものでした。
しかし問題行動は山積みです。食感に敏感になっていたのか一切の

食事をとらず、フラフラになるほど痩せたこともありました。そうか
と思えば「悪食」で、プラスチックやゴムなど食べてはいけないもの
の歯ごたえにはまって、そんなものばかりを食べてしまうこともあり
ました。でも強制的に食べさせることも、「悪食」を止めさせることも、
なぜいけないのか理解させてあげることができずに止めさせることは
できませんでした。見ていて辛い思いもしましたが、不思議と好みや
感覚に変化があるらしく、数カ月程度で収まっては次の症状に変わる
ため、腹を決めて見守ることにしました。今では大方おさまりましたが、
爪噛みだけはやめられないようです。
もう一つ健常者の子どもにもある成長の過程ですが、まねをするこ

とを覚え始めたのもこの時期でした。歌を聴いたり、言葉にはならな
いけれど歌うまねをしてみたりと、人の動きをなぞるような行動も始
まりました。 次回へつづく

捨てられないんです、だから…

春到来‼

制作部
Ｈさん

編集部
Yさん

今年の目標
劇場で映画を20本観る！ 編集部

Oさん

連
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いけれど歌うまねをしてみたりと、人の動きをなぞるような行動も始
まりました。 次回へつづく

捨てられないんです、だから…

春到来‼
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Ｈさん

編集部
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いらない衣類を処分する際、「気に入ってた部分」だけハサミでチ
ョキチョキ切って小箱にためこんでいます。例えば、花の刺繍・レー
スの部分だけ、かわいいボタンやビーズなど……。生地そのものが
好きだったなら、四角に大きく切って保存します。そろそろ新しく
生まれ変わらせてあげたいなあと思います。雑貨に貼ってアレンジ
したり、小さな巾着を作ったりしようかなと思います。

Facebook

Facebook

Facebook

鉱脈社

 
宮崎を楽しむ大人の情報誌
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制作部
Ｍさん

昨年から引き続き、餅米作りにチャレンジします。早速田越こし（耕
起）作業に取り掛かりました。まずは田んぼに落ちている石拾い。ゴ
ロゴロたくさんの石を拾いまくりました。それから近隣の方にトラク
ターをお借りして、不安定ながらも田起こしに挑戦。なかなかの仕上
りでした♪　さぁ今年の田植えは3月30日。お天気になりますよ～に。

3月17日、ついにJLF開幕戦！　わたしたちが応援する「テゲバジャー
ロ宮崎」がヴェルスパ大分と対戦しました。会場の生目の杜運動公園には
なんと1637名のサポーターが集結。結果は惜しくも0-1で勝利を飾れずで
したが、次の試合に期待しましょう!!

まさかの侵入者の正体は
……野生猿。隊員が大切に
育てていた玉ネギ畑が見事
にやられてしまいました。
　トホホ（涙）

↑オープニングイベン
トで披露された「宮崎
学園高等学校書道部」
による圧巻のパフォー
マンス!!

こうみゃく通信の制作を担当して、今回で５号目となります。自分にも
できるのだろうかと不安に思いながらも携わってきましたが、時間がたつ
のは早いものです。
季節に合わせた色やデザインを考えることはおもしろく、なんだかんだ

毎回楽しく作ってきました。この調子でどんどん成長していきたいです。
これからも進化するこうみゃく通信をどうぞよろしくお願いします！

（糖分）

お気に入りを新しく

寒さも薄れてきてだんだん過ごしやすくなってきましたね。私は春にな
るとなんだか散歩にでかけたくなります。特に晴れて心地いい風が吹く日
には外に出ないと損した気分になるので、今春は、冬の間動かずに怠けき
った身体に鞭をうち、運動でも始めようかと思っています。ただ、言うだ
け言ってしない可能性のほうが高いという現実。そんなんじゃダメだ！　
平成も４月で終わっちゃうし、新たな気持ちで次の元号を迎えたい！　内
面から一新ぞ！　と気合を入れるところから始めていこうと思います。

（がき）

田植えの準備完了！田植えの準備完了！

侵入者あらわる!?
侵入者あらわる!?

モンキーに玉ネギを
食べられるの巻
モンキーに玉ネギを
食べられるの巻

テゲバジャーロ宮崎vs
ヴェルスパ大分

to be continued...
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テゲバ!!
Vamos!!
テゲバ!!

ブロロロ…

とりあえず

前進

あるのみ!!
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