
編集後記

昨年に引き続き、新富町にあ
る富田梅園にて「梅ちぎりの
会」を開催。例年より比較的実
りが少ないと聞いていましたが、
青々しく大粒の梅が立派に実っ
ていました。ほのかに甘酸っぱ
い香りにつつまれ、初夏の訪れ
を感じた一日でした。
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西都市出身なので、地元のことならある程度知っていると思っていまし
たが、先日ブラブラ散歩していた時に知らないお店が結構あるということ
に気がつきました。けっこうシャッターが下りている店が多いので見落と
していましたが、おしゃれなカフェをいくつか発見！　今度行ってみよう
とワクワクしています。
まだ知らないお店があると思うので、また西都の街に探検に出かけよう
と思います！ （がき）

雨の多い季節になりました。この時期になると出かける予定を立ててい
ても、雨に濡れたくないという気持ちが勝ってしまい、結局家でのんびり
してしまいます。梅雨があけたらあけたで、暑くて外に出なくなってしま
うので、今のうちに外出しておかなければ！　まずはこのこうみゃく通信
を片手に、ランチにでも行ってみようと思います。 
 （糖分）
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to be continued...

梅雨入り前の“梅仕事”

宮崎の夏到来！　海水浴解禁とともに毎年訪れている高鍋海水浴場。隣
には磯亭さんが運営しているバーベキューテラスがあるのですが、地場で
獲れた新鮮な魚介と焼肉をジュージュー焼いて楽しめます。そして最高の
楽しみは、友達とともに海を眺めながらいただくビール。ぷはー！　今年
もお世話になりますので、よろしくお願いしまーす！

（磯亭　児湯郡高鍋町大字蚊口浦6259-1　☎0983-22-1146）

梅ちぎりの会 野菜収穫

海のそばでバーベキュー！ 営業部
Sさん

大きな梅の実がたくさん採れました！

スタッフが好きな野菜を育てている「プライベートガーデン」は、
しぶとい雑草に襲われたり、不法侵入（動物）の被害にあったりと
前途多難。そんななかでも野菜たちはグングン成長中！　今日の収
穫はニンジン、大根、ラデッシュ、そして念願のニンニク。夏まで
待てない……滋養強壮アイテムをゲットしました!!

今日も豊作！プライベートガーデン



編集部
Oさん

自由なトークテーマで、みんなが普段思っていることや
最近のできごとなどを紹介するコーナーです。

たまたま見つけた居酒屋ランチ♪

身近すぎてあたり前になっていました

「Cafeむじかさん」

おいしい珈琲を 飲みたくなったら

ホタルと温泉を満喫

「人生にはサプライズも必要だ」。しかし娘は驚かせてしまうと恐怖を感
じて負のイメージが付いてしまう。そんなことになれば娘は家から出るこ
とが怖くなってしまうかもしれない。それでは元も子もなくなってしまう。
どうしようかと思い悩んでいるとき閃いたのは「そうかフラッシュバッ

クと同じだ、外に連れ出して、行った先で好きなこと、楽しいことが起き
ればまた行きたくなるんじゃないか」という考えでした。幸いわが社は
『タウンみやざき』を発刊しています。毎月の県内のイベント情報ページ
をチェックして、お祭りや楽しそうな催しを見つけては、娘を連れだすこ
とにしました。お祭りやイベントには多くの人が集まります。娘にとって
は本来得意とはいえない環境です。パニックを起こす可能性も少なくあり
ません。ですが、お祭りにはみんな楽しい気持ちで参加しています。どの
人も自然に笑顔になり、一緒に行動する親の私たちも、ウキウキ・ワクワ
クしてます。そんな周囲の人々や楽しそうな家族の表情を近くで見ていた
娘にも、その感情は少しずつ心に届いていたようで、出店先に並んだ商品
に関心を示すようになり、楽しみを見い出せるようになりました。
今では家族の誰よりもお出かけ好きになってしまい、週末を楽しみにし

て、宮崎市中央卸売市場のカンカン市では「みそピーナッツ」を買う、川
南の軽トラ市では「モッティの蒸しパン」を買うといった自分なりの目的
を決めて、私たちを外出に誘うようにまでなりました。

三股町での取材帰りに、偶然見つけたお店・我楽。昼は日替りランチ、
夜は居酒屋を提供しています。今回は『我楽ランチ』1300円を注文！　
最初に登場した7種類の前菜は、テリーヌやナスの煮浸し、酢の物など、
ちょこっとずつ食べられるので、食が偏りがちな私はそれだけで心が満た
されました。そしてメインの“煮込みハンバーグ＆トントロカツ”!!　実
家を思いだすような、ほっとする味でした。美味しいものを見つけながら、
これからもお仕事頑張ります！

今年も、わが家のイチゴの苗に小さな実
を発見しました！
いつもより、1カ月ほど時期が遅いです。

3年前に植えたものがまだ3株残っています。
冬に苗を見たときは、もうダメかなと思っ
ていたのですが、先日、花が咲き、そして
実がなっていました。早く赤くならないか
な～。数えるほどですが、収穫が楽しみで
す♪（写真は、昨年のものです）

昨年に続き2度目の石垣島に行ってきました。夫が参加する「石垣島60
㎞ウルトラマラソン」に便乗して、私は観光です。海のきれいさなど自
然美はもちろんですが、市街地以外まったく信号がないノンストレスド
ライブの虜となりました。
おすすめスポット、教えま
すよ～。さて、昨年は50㎞
地点でリタイヤしリベンジ
に燃えた夫ですが、今年は
見事完走しましたー !!　そ
うなると石垣にはもう興味
はないらしく、私は一人で
でもまた行きたい気分です。

真っ赤な実が待ち遠しい

石垣島に行ってきました！娘の笑顔 ❾

宮崎市内にあるcafé take 5 (テイク ファイブ)へ。
そこのご主人が淹れる珈琲はおいしいんです。店内は、清潔感があり、

ジャズが流れ、窓から外を眺めれば広々とした庭に美しい芝生……癒され
ます。ランチもあり、食材もご主人のこだわりがあるようです。
雑誌掲載や広告も一切しないという、知る人ぞ知るって感じの隠れ家的

なお店です。
久々においしい珈琲を求めて行こうかしらん　

連 載 営業部
Kさん

次回へつづく

発見！発見！

「後田川緑道公園（うしろだがわりょくどうこうえん）」
宮崎海洋高校付近～宮崎中学校付近までまっすぐ延びる緑道公園。子ども

たちが水遊びする「せせらぎ水路」にくわえ、植栽が豊かで季節の草花を楽
しむことができ、車道にはさまれているのにもかかわらず実にゆったりとし
た時間が流れています。……英国のpublic footpath（公共の散歩道）を思
わせる、地域で育まれてきた独特の空間です。
朝夕のランニング、子どもたちの憩い、犬の散歩、登下校のひと休み、定

期的な清掃活動など、あらゆる世代の時間が交差しており、素晴らしい風景
だと思います。

たまにランチで伺うのが一ッ葉にあるCafeむじかさん。
ここは何を食べても美味しいし、値段もボリュームも私にはちょうどよ

く、ランチにはデザートもついていて、とてもお気に入りです。
何より会話がしやすくテーブルとテーブルの間が絶妙。そこに行くとき

は同僚も「むじかさんがいいんじゃない？」ということで、ここが定番に
なりつつあります。1回目は居心地よくて長居しすぎました。その際お店
の方に話が聞けたのですが、オープンまでに半年かかって内装も手づくり
の部分があるそうです。外の入口からテラスにかけても優しい緑とお花で
整えられていて、内装は素敵な白壁の空間が広がってます。長年の夢が詰
まっているのだろうなあと思われる素敵なお店です。それから、定休日な
のにわざわざお店を開けてくださったこともあり感動。人気のお店なので
予約必須ですよ。

私の宮崎のおすすめスポットは、小林市の出の山公園です。この季節は
たくさんのホタルを観ることができるので、学生時代に何度も訪れました。
近辺には温泉がたくさんあるので、家族ででかけるのもおすすめです。

ほかにもご飯やみそ汁、サラダ、
食後のドリンク&デザート付き

再発見？

編集部
Uさん

総務部
Kさん

営業部
Sさん

梅雨時の岬はアジサイと春駒で風情アリ
県南端に位置する都井岬。野生馬の愛らしさはもちろんですが、その

ローケションも抜群です。晴天の日ばかりでなく、アジサイが咲きほこる
梅雨時も風情があっておすすめ。一番のお気に入りは、眼下の志布志湾を
夕陽が真っ赤に染まる刻……。生まれたばかりの春駒を愛でつつ、一句詠
めそうです!?　昭和天皇や若山牧水の歌碑もありますよ。

制作部
Mさん

校閲部
Oさん

制作部
Iさん

編集部
Tさん

発見！発見！
ミヤザキサイハッケン

宮崎

　梅雨に入り、雨の日が多くなってきました。今号では、ジメジメ
とした天気に負けない、明るく元気な宮崎を再発見できる情報をお
伝えします。まだ知られていない、誰かに教えたい、連れて行きた
いお店、場所など雑誌には載せきれない素敵なポイントもご紹介い
たします。この通信を片手に、おでかけしてみましょう！
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 （糖分）
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梅雨入り前の“梅仕事”

宮崎の夏到来！　海水浴解禁とともに毎年訪れている高鍋海水浴場。隣
には磯亭さんが運営しているバーベキューテラスがあるのですが、地場で
獲れた新鮮な魚介と焼肉をジュージュー焼いて楽しめます。そして最高の
楽しみは、友達とともに海を眺めながらいただくビール。ぷはー！　今年
もお世話になりますので、よろしくお願いしまーす！

（磯亭　児湯郡高鍋町大字蚊口浦6259-1　☎0983-22-1146）

梅ちぎりの会 野菜収穫

海のそばでバーベキュー！ 営業部
Sさん

大きな梅の実がたくさん採れました！

スタッフが好きな野菜を育てている「プライベートガーデン」は、
しぶとい雑草に襲われたり、不法侵入（動物）の被害にあったりと
前途多難。そんななかでも野菜たちはグングン成長中！　今日の収
穫はニンジン、大根、ラデッシュ、そして念願のニンニク。夏まで
待てない……滋養強壮アイテムをゲットしました!!

今日も豊作！プライベートガーデン
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