随 想

林

「故郷と都会の融合」

市民
憲章

TEL 0987-76-1546

●人口  18,708人（前月比 -25人）
男  8,667人 女  10,041人
世帯数  8,163世帯（平成28年１月１日現在）

＊平成22年度国勢調査からの推計人口です。

〒888-0008 宮崎県串間市本城987
営業時間：午前10時〜午後10時
（水）です
休館日：２月の休館日は17日
指定管理者：株式会社スチールユニオン

ウマの毛を使った「ホースヘアストラップ」
、御崎馬の

義国

いこいの里では、バレンタインデーに「新春シャンソン
ショー」を開催します。ぜひご来場ください。出演者も募集
中です。
●日時＝２月14日（日）
午後２時半開演
●場所＝いこいの里 大広間
●料金＝無料

そ てつ

ふんから作る「馬フン紙」作り、蘇 鉄 の実を使って作る
「蘇鉄の実キーホルダー」など、家族、友人、みんなで楽
しんでいただける体験メニューをご用意しております。
●体験料
・ホースヘアストラップ
・馬フン紙はがき
・蘇鉄の実キーホルダー

500円
800円
300円

高級お土産品の農産物を探しています

取りと季節ごとに自然に触れる

の巣を探し、秋はトッポ熟し柿

を探し、夏はヒバリ・ホオジロ

す。子どもの頃、春はグミの実

川・干潟・里山と何でもありま

家 か ら ５ ０ ０ ｍ も 歩 け ば 海・

私は本城地区港の出身です。

当初は悪戦苦闘する日が続きま

はありませんでした。オープン

売するには決して有利な場所で

フィスが多数存在するだけで商

さなファッションブランドのオ

歩する街ではなく、住宅街と小

時の原宿は今と違って若者が闊

ンさせることができました。当

今までの喫茶店にはない本場

高級お土産品として木箱入り１箱10,000円で販売でき
る農産物を探しています。いこいの里で買い取りますので
ご連絡をお待ちしております。

【野外ガイド】予約受付中！

野外ガイドの予約を受け付けております。ガイド費用
はビジターセンターの入館料のみでご利用いただけます。
当日のお申込みは、お受け出来ない場合がありますので、
必ず事前予約をお願いします。
午

前

午

「いこいの里演芸団」団員募集中

後

御崎馬について学ぼう 10：00～10：30 14：00～14：30
野外ガイド

TEL 0987-75-2000

バレンタイン新春シャンソンショー

都井岬ならではの体験メニューのご紹介

楽しみがあり、両親が怒るまで

後、集団就職で東京に出てきま

ヨーロッパのカフェの雰囲気と

したが、ファッションブランド

した。上京後、最初に勤めた会

隠れ家的要素を持った店が話題

外で遊び回っていました。

社を３年で辞めてからは、レス

になり、写真家や芸能人といっ

10：30～12：00 14：30～16：00

※御崎馬について学ぼうでは、スタッフの解説を聞いたりクイ
ズに答えたりしながら館内で楽しく学んでいただきます。

「いこいの里演芸団」を結成します。踊りや民謡、楽器演奏
など何でも結構ですので特技をお持ちの方（グループも可）
を募集します。興味のある方は連絡をお待ちしております。
●連絡先＝０９０－９５６８－８０７４（矢野さん）

おたよりお待ちしています！
げ てほしい 記

後取り上
●こ の広 報 紙を 読 んだ 感 想や 今
間市 への 思い 、あ なた
事、掲載 内容 に関 する質問、串
を書 いてください 。
こと
きな
も好
何で
の身 近な 出来 事、
➡点線に沿って切り取り、官製葉書に貼り付けてお使いください。

今月の表紙

おかげさまで祝1000号

8 8 8 8 5 5 5
串間市役所総合政策課
情報政策係 行

皆さまと一緒に歩んできた広報くしま。多くの方々に支えられ
1000号を迎えることができました。広報紙は、取材への協力をはじ
め、各家庭への配布を担う自
治会の皆さんなど、多くの人
たちに支えられています。広
報紙が市民の皆さんと市をつ
なぐ懸け橋であることを忘れ

（No.1000/2016. ２）

●ご氏名
フリガナ

ず、これまで以上に親しみを
持ってもらえる紙面づくりに
努めていきますので、これか
らもご愛読をお願いします。

編集後記

自宅を建ててからは休みの日

は専ら庭作りに没頭しており、

できる限り故郷の里山に近い環

境を再現するべく植える木から

石や苔にもこだわっております。

その結果、串間市の市の鳥でも

あるメジロが毎年のように巣を

作り、まさしく“故郷と都会の

融合”が我が家の庭で起きてい

ることに驚きと喜びを感じてお

ります。

自然溢れる串間は私に洞察力

や創造力を授けてくれました。

今年で 歳になりますが、串間

での経験を通じてこれからも人

67

のデザイナーやスタッフの間で

トランのコック見習いや喫茶店

たバラエティーに富む方が出入

20

昭和 年に本城中学校を卒業

数軒仕事を

りするようなお店となりました。 として成長できるよう、邁進し

で住み込みなど

転々とする期間があり、串間に

この時やっと私のスタイルが間
てまいります。私から見れば串

帰郷するたびに両親に心配をか

間はたくさんの思い出が詰まっ

た宝物のような場所です！

違いなかったと確信した瞬間で

借金の返済も１年で完了し、知

けておりましたが、「何とかなる

人からは当初３年で返済を行う

Kushima City Public Relations, 2016.2, Japan

した。その後、徐々に経営も軌

飲食店での仕事を転々とする中

23

さ！ボッケナこつ
（大胆なこと）

でヨーロッパスタイルのカフェ

ところを１年で完済した事に驚

コーヒーを高級磁器で提供し、インテリ
アもヨーロッパの美術 様 式を取り入れ
店作りがスイスの美術館にて東京の代
表的なカフェとして紹介される。昨年、
創 業40周 年を迎 えたカフェは 現 在も
オープン当時のスタイルを変える事なく
営業を続けている。

も大事！」と思っておりました。 道に乗り、原宿店の出店に伴う

に興味を持つようになり、いつ

かれました。

はやし よしくに（67歳）

かは本場の人も驚くようなカ

原宿店出店から５年後の昭和

60

フェをオープンさせることを目

55

年に広尾店、昭和 年に自由

つ事ができ、平成６年には横浜

10

標とするようになりました。

願叶って、原宿の裏通りに私の

市に私自身がデザインした一戸

が丘店と約 年の間で３店舗持

理想が詰まった店“カフェ・ア

建てを建てることができました。

昭和 年、私が 歳の時に念

ンセーニュダングル”をオープ

26

39

●市の木/そてつ●市の花/かんな
●市の鳥/めじろ●市の花木/山桜

〒888-0221 宮崎県串間市大字大納42-1
営業時間：午前９時〜午後５時
休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）

自宅の中庭でとれたメジロの巣です。

50

わたくしたちは、
1. 豊かな自然を大切にし、これをいかしましょう。
1. お互いを信じ、心をあわせ、平和で明るいまちをつくりましょう。
1. 健康で働くことに誇りをもち、豊かな住みよいまちをつくりましょう。
1. だれにも親切にし老人をいたわり、こどもに夢と、しあわせをあたえましょう。
1. 教養を高め文化のまちをつくりましょう。

36歳の私が生まれた月に発行された
広報くしまは第285号。創刊号はさ
らに前の昭和30年代。改めて歴史の
長さを痛感。今号は区切りの1000号
ですが、これからさらに愛される広
報紙づくりに励みたいと思います。
次の1001号に向けて頑張るぞ！
（イ）

年齢／

歳

性別／

男 ・ 女

●ペンネームまたはイニシャル ※記入がない場合、実名で記載させていただきます。

今月号で、広報くしまはめでたく
1000号を迎えました。個人的に関わ
れたのは８号分だけですが、歴史あ
る広報紙を作成できる事に喜びを感
じています。表紙にアート性を持た
せたり、プレゼントをつけてみまし
た。お便りお待ちしています（オ）

●ご住所

電話（

1000号記念読者プレゼント
ご希望番号（○をつけてください）

）

－

①・②・③・④

①串間温泉いこいの里 入浴券300円＆お食事券700円分 ②都井岬ビジターセンターオリジナル 馬フン紙はがき＆ホースヘア
ストラップ ③日本の灯台2016カレンダー＆ピンバッジ ④イルカランド かめのえさやり体験＆フィッシングえさやり体験無料券

※抽選結果によっては、ご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。

