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黒貫寺
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西都市都於郡は岩爪にある黒貫寺(くろぬきでら)は、
天慶9年（9 4 6）に真言宗の隆元和尚が開創したといわ
れています。景行天皇
（けいこうてんのう）
と日本武尊
（や
まとたけるのみこと）が熊襲征伐（くまそせいばつ）のとき
6年間ここにとどまったという旧跡でもあり、今から7 0 0
年ほど前、後宇多上皇（ごうだ）の時は御願寺、花園院
の時は勅願寺となり、歴代皇族の加護を受けて伊東氏
が都於郡を治めていた時代には、日向国第一の寺院とし
て栄えていました。
伊東氏の没落後も慶長 8年（16 03）に入封した佐土
原藩主、島津家の加護を受け、江戸時代には365 石の
寺領を有して寺内に本堂・経蔵・宝物倉・書院・茶宴
殿などの諸堂が建ち並び、寺運は大変盛り上がっていた
そうです。しかし、明治7年の火災により、山門を残し
て堂宇すべてが焼失してしまい、同9年、末寺である久
峰寺（きゅうほうじ）から、大悲殿を移築して本殿として
いるそうです。この大悲殿内の厨子(ずし)（仏像・経典
等を安置する仏具）
に、大日如来(だいにちにょらい)坐
像・聖観音(しょうかんのん)坐像・薬師如来(やくしにょ
らい)立像の3 躰の仏像が安置されている。大日如来は
樟材（くすのき）の一木造り
（いちぼく）
で、高さ86cmの
坐像です。
作像時期は2 躰とも平安時代後期と推定され、宮崎
県では稀な密教彫刻であるそうです。薬師如来立像は
像高4 4 .9cmの小振りの像で、材質は不詳、作像時期
は室町時代と推定されます。厨子は、高さ1.4 7 m・幅
1.71m・奥行き0.72 m、変形した楕円形で珍しく、特
徴的です。

日向の国を訪れた
景行天皇が約6年にわたって
滞在した高屋宮の跡
外部は黒漆(くろうるし)、内部は朱漆(あかうるし)で
塗られています。
特に注目されるのは、厨子内背板内面に黒漆で厨子
の再興銘文(めいぶん)が記されていることであり、
これによると、厨子の建立年代は永禄12（ 1569）年と
推定され、この時期は伊東氏の全盛期にあたります。
このように建立年代が明確なことは極めて重要な建築
学的価値を有している証です。
画像提供元：西都市役所

（左）
大日如来
（だいにちにょらい） 厨子（ずし）
（仏像・経典等を安置
坐像・
（右）聖観音（しょうかんの する仏具）
ん）坐像・
（中）薬師如来(やくし
にょらい)立像の3躰の仏像

黒貫寺は
『くろぬきじ
』
とも
言うらしいんじ
ゃ！

宮崎市佐土原町との関係
現在、西上那珂の平等寺地区にある平等寺観音堂は、
建久 2年
（1191）
に創建されたと伝えられる真言宗寺院、
日照山平等寺跡になります。
平等寺は、那珂地域の有力寺院で、室町・戦国期に
は伊東氏と密接な関係にありました。
『日向記』には、天正3年（1575）に伊東加賀守の跡
目争いが発生した際、その指南役として都於郡（現西都
市）
の一乗院と対立する様子が記されています。
また、江戸時代には、黒貫寺末寺として、佐土原藩から
寺領10町余を持つ大寺院として栄えました。
現在は、地区の人々によって本尊千手観音と脇侍毘沙
門天・不動明王が祀られ、境内に残る五輪塔などに当
時の面影をとどめています。
また、仁王像は平等寺か
ら移された物です。数年前
までは、劣化された状態の
まま保管されていましたが、
現在では地元有志の計らい
で修復され雄々しい姿を維
持しています。
平等寺観音堂に安置さ
れる千手観音像。年に
一度しか開帳されない。
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」
今
「

Interview

東米良銀鏡の

HIGASHIMERA
SHIROMI

高齢化・過疎化危機。
子供には「携帯とゲーム禁止」
地域を支える山村留学とは。

山村留学とは、親元を離れ、１年単位で自然豊かな農山漁村
で生活をしながら、自然体験活動や集団体験活動をとおして、
心身の健全育成と子どもの可能性を引き出す教育実践活動で
す。1年契約更新型で何年いてもいいというものです。
宮崎市や都城市、遠くは横浜や沖縄などからも来ている生徒
もいます。残念ながら地区自体には子供はいませんが、山村留
学として子供たちを受け入れてる状況です。小中学校あわせて
現在25名の子供がいます（留学生15名、教師15名赴任などで
一緒に来た子供が10名）が、この子供たちがいないと6 0 歳以
上の高齢者ばかりの地区になってしまうんです（笑）。でもそのお
かげでメリットもできました。
① 伝統である銀鏡神楽の保存に子供の存在が大きい。

東米良地区長

浜 砂 重 忠さん
農家民宿
「民宿しろみ」経営

へそめし
二升五尺分の飯が入る丸い木
型に飯を入れ、ひっくり返して
皿に盛る。木型の底が円錐型
に切り抜かれているので、皿に
盛ったときに円柱のご飯の上に
円錐形の突起が出来る。神社
のある集落でそれぞれ受け継
がれる伝統的な料理。

もともと下地区で龍房山
（りゅうぶさやま）へ登る修験者の滝行が
行われていた場所があったが、道路整備で滝周りが整備されたた
め、さらに上流の
「水車滝」
でかつての滝行の再現を考案。滝行は
白装束に身を包み、権禰宜（ごんねぎ）
の濱砂たけあきさん指導の
もと、念仏を唱え、約10分ほど水に浸かり、滝行を行う。

04 macoti

やはり地区を伝統・公共・経済面でも支えている子供の存在
は大きいですね。そして、子供にとっても銀鏡での環境はとても
いい方向に影響していると思います。人間関係で悩み内向的に
なっていた性格が、こちらでの環境によって社交的になり新しい
友達を作れたり、勉強の意欲も高まり高校進学率も非常に高い
です。
1年契約の制度ですが 4 年いる子供もざらにいます。
銀鏡の里親制度の中には
「携帯とゲーム禁止」
というものがあ
ります。この制度自体、とても素晴らしいと評価されているが、
地区にひとつしかない公衆電話に、休みの日になると実親に楽
しい日々の事柄を連絡しようとする子供たちが並んでいるんで
す。その姿を思い浮かべると、本来あるべき純粋な子供の姿が
そこにある気がします。もちろん実の親元を離れて暮らすという
寂しさもあるし、実際連れ戻しにくる親もいます。でも多くの親
が、元気に様変わりした我が子に感謝・感激してくれるんです。
そして里親から現在、妻高校へと進学した子供がいずれはこの
銀鏡地区に帰って来て働きたいと言っていることが本当にうれし
いんです。これからもずっと続けて行きたいと思っていますよ。

なんとか
んかの〜
ならんも

銀鏡の滝行

② 学校があることで、僻地でもその他の施設（郵便局、警察、
農協）
が設置されている。

築20年ほどの立派な木造小学校。現在は使われていないおらず、市にお願い
して再利用の方法を検討中。

最近の巷でのバンド事情を聞くと、何やら勢いのあるガールズ
バンドがあるというではないか!そんな話を我々取材班はいち
早くキャッチするために独占取材を敢行!メンバー6人ガール
ズバンド『Letitout（レリア）』をご紹介する。今回は、ボーカ
リストの彩華さんに話を伺った。
Q というわけで、すごい勢いでバンドの知名度が急上昇してい
ますね!今さらではございますが『レリア』
というバンド名の由来は
何ですか?
A「吐き出す・さらけ出す」
という意味の“Let it out”という熟語と、
花の名前“レリア”とをかけてみて、あとは音の響きです(笑)
Q なるほど~オリジナル曲もあると言う事ですが、どういった形
で作曲されてますか?
A 曲はメンバー個人個人が持ち寄って、印象に残ったり連想で
きたテーマに沿って1曲にまとめていく過程で、スタッフさんにア
ドバイスをもらって仕上げてます。
Q ちなみに私、昨年
（平成26年12月）のサウンドスクエアで曲
を聴かせて頂きましたが、かなりアグレッシブな曲を演奏されて
るイメージがあります。今後はどういった形で『レリア』
を展開を
しようとお考えですか?
A 曲に関しては、様々なタイプの曲を書きたいと思ってます。け
ど、基本的に攻撃的だったり騒がしいのはメンバーみんな好きな
ので、そのテは増えるかもしれません(笑)。展開としては、地元
のイベントはもちろん、ライブハウス等でたくさんのアーティスト
さんやお客さんと楽しめるように、しっかりと地に足を着けて周り
に流されないように自分達らしく活動したいですね。
Q 次は少しコアな質問をさせて頂きますね~。近年、メンバー全
員が女性の、いわゆる
『ガールズバンド』
という存在が非常に貴
重な存在だと思います。そこで、
客観的に見た
『レリア』
をメンバー
自身どう捉えてますか?

Flutist

西都人

SAIT
OBIT
O

Letitout
レリア

A ん~難しい質問ですね。考えたこともなかったです(笑)。実際、
なかなか他にいないだろうなと思って、同級生でしかも全員女子
だけにこだわって結成したので･･･。まあ、みんな1年ちょっと前
までは楽器もちゃんと触ったこともなかった普通の女子高生だっ
たので、なんか不思議というか面白いですね(笑)。
Q 今後の活動に期待しております!尚、これからのライブ活動予
定や音源販売などの予定がございましたらお聞かせ下さい。
A 2015年は、年明けからライブの予定があります。
更に、現在レコーディング中の音源を春までにはリリースする予
定です。また、その時にあわせてイベントも開催することになって
ます。あと、定期的(3〜4ヶ月ペース)に行ってる自主企画イベ
ント
「花束」
も毎回趣向を凝らしながら続けていって、少しでも楽
しめる時間と空間を作れれば、と思ってます!

今後の活躍を期待しています！ お忙しい中有難うございました!
新譜情報 3 / 8リリース
1stシングル「ROMANCE DAWN」
(2曲入り)
同日MILL COMPANY(高鍋)にてレコ発イベント開催です!
6 月予定で2 ndシングル発売予定です。

人O
西A都
BIT
ITO

Mamiko Ueda

S

●音楽をやっていて本当に良かったと思える瞬間はどんな時ですか？
演奏中にモヤがかかった様な、ファンタジーの世界に入り込んだ様な不思議
な感覚に陥る事があります。そういう瞬間は本当に楽しいですし、良い演奏がで
きている事が多いです。涙を流して喜んでいただいた時も嬉しかったですね。

●フルート演奏者として普段気をつけている事はありますか？
フルートは見た目や音色の優雅な雰囲気とは裏腹にとても肺活量のいる楽器
なので食事や運動など、体力づくりには気をつけています。フルートを始めた
ばかりの頃は酸欠でフラフラしていました。
（笑）

●音楽家にとって、一番大事な事はなんだと思いますか？
素晴らしい演奏を聞いたり、技術を磨いたりと音楽の勉強を続ける事はもち
ろん大切な事だと思いますが、それだけでなく美術館に行ったり、映画を見た
り、本を読んだり、自然に触れる、旅行で異文化に触れる、恋をする…（笑）
な
ど全ての経験、その人となりが音楽に表れると思っています。素直な心で吸収
したものを表現すること、そして音楽に対してピュアである事がとても大切な事
だと思います。

●最後に、音楽の道を目指そうとしている地元の学生にメッセージを？
音楽の道はとても厳しい世界ですが得る物もとても多いです。宮崎は宮崎国
際音楽祭など素晴らしい演奏に触れられる機会も多いですし、何よりも大自然と
美味しい食べ物、美味しい空気と、とても恵まれた環境の中で感性をどんどん
伸ばして行って欲しいです。夢に向かって頑張ってください！

上田 麻美子

3歳よりピアノを、13歳よりフルートを始める。宮崎女子高等学
校（現・宮崎学園高等学校）音楽科を経て、大分県立芸術文化
短期大学音楽学部器楽科フルート専攻卒業。全日本学生音楽
コンクール福岡大会第三位。宮日音楽コンクール優良賞。金昌
国（元東京芸術大学教授）マスタークラス受講。2010年に、活
動拠点を宮崎から東京に移す。2014年11月に西都市民会館に
て行われた西都ロータリークラブ30周年記念コンサート～エン
ド•ポリオ•ナウ～では、412席の会場を埋め尽くした。
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浦和レッズアシスタントコーチ

長嶺寛明
対

談
2014 JFAエリートプログラム U–13メンバー

樋口堅大
西都市で生まれ育ち、
サッカーを選んだ二人の
現在の夢とは。
今を知る現役コーチに
プロを目指す少年が
純粋な疑問を聞いてみた。
共に夢に向かって…。

Profile

Hiroaki NAGAMINE
1980年3月31日生 宮崎県西都市出身
宮崎県立妻高等学校卒
2006 - 2007年
横浜FC テクニカルスタッフ
2008 - 2009年
ジェフユナイテッド市原・千葉 テクニカルスタッフ
2010年：浦和レッズ 強化部
2011年 ～：浦和レッズ アシスタントコーチ
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撮影地：清水台総合公園
撮影日：平成27年1月2日

時間を無駄にはできない
毎日サッカーを大事に
長嶺 俺はチャンピンズリーグで優勝す
るチームの監督になりたいと本当に思って
いる。それは本当に思うんだよ！ なりた
いなぁじゃなくて、ほんとに自分はそれを
やるという強い気持ちを持ってやるって事
ね。その為に今は浦和レッズのコーチを
していて、最終的には何歳になるかわか
らないけど、そういう監督になるために今
勉強しなければいけないから、時間を無
駄に出来ないし、毎日毎日サッカーのこと
を大事にしてやっているというのが今の自
分。現段階の夢って何？
樋口 日本代表になって世界に出て活躍
することです。
長嶺 そう思ってるんだよな。それって大
事だと思うんだよ。悪い意味じゃなくて、
宮崎・西都という小さな町にいて、どうし
ても考えも小さくなってしまう。今「世界」
という言葉が出てきたからすごくいいと思
うんだけど、西都にいても常に世界のサッ
カーがどんな風に進んでっているのかな
とか、香川真司選手がどんなプレーして
いるのかな、本田圭祐選手がどんな風に
やっているのかなとか考えてやらないと、
言ってるだけでは世界に追いつけないよ
ね？ だから普段生活している中でも世界
を意識していくことが夢に近づくことだと
思う。
その為に遊んでばっかりじゃいけない
し、言葉も勉強していかなきゃいけないよ
ね。具体的にはどこに行きたいの？
※1

樋口 レアル・マドリードです！
（スペイ
ンの首都 マドリードに本拠地を置くサッ
カークラブ）
長嶺 レアルかぁスペインに行きたいん
だね。じゃそのために今は何が大事だと
思う？ 一番近いものは何だと思う？
樋口 いつものトレーニング！
長嶺 そうだよね。練習をやることによっ
てどんどん上手くなっていくと思うし。その
トレーニングの中で迷っていることとか質
問してみたいことってある？
樋口 自分の長所はドリブルでフィニシュ
まで持っていくことで、苦手なところはボー
ルを持った時に、何人もの相手からプレッ
シャーがくると、焦って上手く出来ない時
があります。
長嶺 ちなみに現在のポジションはどこな
の？ イメージする選手はいる？ 好きな選
手とか？
樋口 今はボランチ※1をやっています。
好きな選手は世界ではトニ・クロース。
日本では遠藤選手です。
長嶺 なるほどねえ、クロースとか知って
るんだ。すごいねぇー。まずプレーする
中で大事なのは、ポジショニングと準備。
プレッシャーを受ける時っていうのは
（ホワ
イトボードを使っての説明…中略）
もちろん必ずこうしないというのはない
んだよね。その状況をしっかり判断して、
状況に適した作業をしていかなければい
けないんだよね。だからボランチは頭が良
くないといけないよね。クロースとかはよく
首をふっているのわかる？ 首ふって味方
や相手の位置を確認したり、次のプレー

ボランチ 守備的なＭＦ。相手の攻撃の芽を摘み取ると同時に、味方の攻撃の起点となるポジション。

のイメージをしとくんだよね。それでプレッ
シャーをうけて自分がプレッシャーを受け
てると感じている時はヘッドダウンしちゃっ
て周りが見えてないから焦ってしまうんだ
よ。
自分が落ち着いて見ていれば、
必ずボー
ルを持っている方がサッカーというものは
先手を取れるわけだから、いなせるはずな
んだよ。だから、
まずは落ち着いてポジショ
ニングや周りの状況を見て判断していくこ
とだね。そして代表に選ばれるくらいだか
らそれを出来る技術というのは持っている
わけだから、そういうことを意識的にやって
いく事が大事だよね。しかも俺は急いでや
る必要はないと思う。ゆっくりやればいいと
思う。ゆっくりやればファーストタッチもい
いところ置けるし、次のプレーがしやすくな
る。クロースとかもバタバタしないでしょ？
しっかりいいポジションとってさばいて、く
さび入れてとか、そういうところがサッカー
は重要かなと思うよ。
樋口 いいポジショニングっていうのはどう
いうことですか？
長嶺 それはボールを受けれるポジショ
ン！ 簡単にいうと相手に隠れず、味方か
ら見える位置にしっかり顔を出している状
況ということ！ 相手の背後にいたらもちろ
ん味方からパスは来ないし、そのために運
動量も必要になってくるけど、とにかく考え
ながらポジションをつかんでいったり、指
導を受けるといいと思うよ！
樋口 ありがとうございます。あと戦術面
以外で、これまでの経験で、伸びる選手
とそうでない選手、間近で見てきて共通す
ることはありますか？

伸びる選手に共通して
言えることは『謙虚さ』
長嶺 俺もプロのコーチとして契約して10
年やってきて、日本代表にもなった選手と
一緒にやってきてけど、共通している事は
『謙虚さ』
なんだよね。やっぱり謙虚になっ
て、いいアドバイスを受け取って次につな
げていく。だからいくら上手い選手でもオレ
はこれだけやればいいんだって考えてたら
どんどん世界のトレンドから置いていかれ
るし、吸収力のあるスポンジみたいにいろ
んな人の話も聞いて、うまく自分の力に変え
ていく。これは自分にも言えることなんだけ
ど、謙虚さを忘れたら、成長できなくなるし、
それはJリーグだろうが日本代表だろうが
一緒！ 有望だったとしても早くから消えて
いく選手というのは、謙虚さを忘れている
選手。これは経験上間違いないね。
たとえば、
俺も知ってて日本代表にもなっ
たことのある選手は試合にも出られなくなっ
て、メンバーにも選ばれなくなってホテル
にも呼ばれなくなっても、試合前の毎週金
曜日にはしっかりスパイクを磨いて、出れ
ないけど準備していつでも出れるようにして
おく。それもサッカーに対する
「謙虚さ」
だ
と思う。神は細部に宿るっていうけど、本

当にサッカーに対して
真面目で紳士的な選
手ってのは成功してい
ると思うかな。だから、
良い選手というのはみ
んな以ているよね。あ
とやっぱり勉強だね！
学校もそうだけどサッ
カーも勉強することと
か学ぶことを止めたら
成長することがストッ
プしてしまう。世界と
かクロースとか目指す
のなら常に学び続けて
ほしいなぁと思うな。
樋口 はい、わかりま
した。ちなみにプロの
練習ってなんか特別なんですか？

やらない時はやらない
やる時はやる
長嶺 いい質問だね。まぁ特別でもないん
だけど、長くても1日2時間位だけど練習
前のウォーミングアップとか、ボール回し
とか、ケラケラ歯見せながらリラックスして
やってるよ。普通だったら歯を見せんなと
かいうんだけど。でも特別なことはしてない
んだけどレッズにいて、他のチームにもい
たことはあるけど、違いはね『メリハリ』が
ある事。
「はい、ここでやるよ！」
と言う時の
ピーンと空気が張りつめて、スイッチの切
り替えがスゴく繊細！ だからやらない時は
やらない、やる時はやる。やる時に集中し
てやれば上手くなれるわけでしょ？ そのメ
リハリだったり、集中力の違いっていうのは
一流選手と二、三流選手といわれる選手
とは違う。やっぱりここぞってところで集中
して自分の力が発揮できるという選手は、
結果を出すし、ミーティングで言ったことも
すぐ実行できる。それって良い選手だよね！
だから監督が使ったり、他のクラブがほし
がったりするんだよ。メリハリ、集中力とい
うのは、練習において、一つのポイントか
なぁと思うね。
樋口 確かに大事な試合前とか緊張して
力が出せないって事はあります。プロの選
手も試合前はピリピリしてるんですか？
長嶺 うん、かなりしているよ。
1㎜、
2㎜の
テーピングのズレも嫌とかそれくらい繊細
になっているね。だからコーチとしてストレ
スにならないよう気を使ってるし、サポート
していく所だよね。あとは、練習をしっかり
やって
『信じれる気持ち』
があるかって事。
自分を信じる気持ちが大きければ大きい
ほど緊張しなくなるから、やっぱり練習でう
まくいってなかったりコンディションに不安
があるから緊張するんだよね。それがちゃ
んと準備できてれば試合がはじまっても何
も恐くないよ！ 何も負けないよ！ と思えると
ミスが少なかったりパフォーマンスに影響
してくることはあると思う。だから自信を練

習からつけていくことが重要だと思う。
大丈夫かな？ オレばっかりしゃべってる
なぁ
（笑）
夢って話しで始まったんだけど厳しく言
うとエリートの合宿に呼ばれただけなんだ
よ。十分スゴいことなんだけど代表じゃな
いんだよね。日本の代表は15歳からだか
ら。でも、そのための準備として自分の現
在地を知って向上心が上がるってことはい
いことなのね。
でもそこが目標じゃないから、まず Jリー
ガーになって、ワールドカップに出るため
には、自分のレベルが下がらないように常
に世界のサッカーを意識しながらやってい
けなければダメだと思うし、目指してるとこ
ろから考えるとそれくらい高い意欲を持っ
てやらないといけないよね。
恐い話しするけどすぐいなくなるからね！
プロの選手って…。オレだっていつクビに

Profile

Kenta HIGUTI

2001年8月1日生 宮崎県西都市出身
妻北スポーツ少年団
（妻北小学校）
→
現宮崎日本大学中学校

なるかわかんないし。上を見て、しっかり目
標もってやらないと！ お互い頑張ろうな！！
樋口 はい！ これからの練習も今日の話を
意識して自分の目標に一歩でも近づきたい
と思います。貴重な時間をありがとうござ
いました！
…この後、パソコンを使って長嶺氏は実
際に選手達に見せてるという自作の戦術
映像を観ながら、わかりやすく説明してい
ました。
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今、
ＴＯＮＳＯＫＵ
「豚足」
が
静かに

アツイ！！

宮崎の夜の酒飲みの定番と言えば、地鶏。もも焼き、タタキ、刺身と鶏の消費量・料理の種類は
他県に比べても多いですね。宮崎=地鶏となっています。
しかし、macoti 取材班が潜入調査を行うと、西都の居酒屋さんには、意外にもメニューに豚足を
掲げている店が多い事に気づきました。豚足は、見た目もそうですが、食べにくいということで、敬
遠される方も多いとは思いますが、実はコラーゲンもたっぷりで美容にも良く、味もあっさりして意外
と美味しいものです。
お店で味わう以外にも、
お肉屋さんで豚足を買って自宅で食べる、
という声も多く聞きます。
夏のシー
ズンには、
バーベキューで豚足 !はいかがでしょうか。ここで、
取材班オススメのお店をご紹介します。
皆さん、無口になりながら、豚足にカブリついてはいかがでしょうか（笑）

通の常連さんでにぎわう小さな街のや
きとりやさん。やきとりはもちろん、冬場
はおでんも人気のお店。気さくなご主人
と女将さんとの楽しい会話も弾みます。
豚足は、オーソドックスな塩焼きに、ニ
ンニクの風味が効いた一品。酢醤油にカ
ラシをまぜて、つけて食べても美味しい。

やきとり 呑

安くて旨いがモットーのお店。低料金
だが、焼き物からお酒のおつまみ、ガッ
ツリ食べたい人にもおすすめ。深夜遅く
までお客さんでにぎわっています。締め
の釜揚げうどんを頼む常連さんも多い。
豚足は、醤油ベースの味。醤油の焼
けた香ばしい香りが食欲をそそります。
なんと1本 350円という驚異のコスパ。

新鮮な魚が売りのお店。日本酒からワ
インまで飲み物も充実。新しいメニュー
も日々取り入れ、家族連れから団体客ま
で幅広いお客さんに利用されています。
豚足は、塩・醤油の２パターン。レモ
ンを絞りさっぱりといただけます。

居酒屋 笑福（しょうふく）

鮮彩工房 楽（がく）

アジアンテイストの店づくりにこだわっ
たお店。店内も異国情緒たっぷりで楽し
い。料理も無国籍というだけあって、タ
イ風焼きそば「パッタイ」やインドネシア
焼き飯「ナシゴレン」
などもあり、いつも
と違った味が楽しめます。
豚足は、塩ベースで食べやすく小さく
ブロック状で提供されます。女性に優し
い気配りですね。

定番メニューからひと工夫のサラダ料
理・焼き物など、幅広いメニューで女性
客から年配の方まで幅広い層に支持され
ています。
店内も手書きメニューも丁寧で、
女性オーナーのセンスが効いています。
豚足は、塩・醤油の２パターン。先
代から豚足には定評のある店。焼き加減
もバッチリ！

大ぶりの焼き鳥で種類も豊富でジワジワ
人気急上昇のお店。刺身も日替わりで新
鮮な地獲れを提供し、ご飯ものも充実し
てます。
豚足は、塩焼きのみ。大・小あり、こ
ちらの豚足はトロトロしていて食べやす
い。ペロッと食べてしまいます。

居食酒房 田（でん）

居酒屋 潤慕（じゅんぼ）

本格炭火焼 すぎの家（すぎのや）

（のんき）

住 西都市中央町１丁目４
T 0983−4 3−3666

住 西都市妻町３丁目６９
T 0983−4 3−0 03 4
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住 西都市御舟町２丁目８０−１
T 0983−4 3−63 4 8

住 西都市御舟町２丁目９番地児玉ビル２Ｆ
T 0983−4 3−5523

住 西都市妻町３丁目６１
T 0983−4 3−0666

住 西都市大字右松２４８４−３
T 0983−4 2−5615

ベーカーズ・ロイの

塩ぱん

塩のじんわりとした旨みと
シンプルで香り高い風味。

現在はいろんなパン屋さんで作られている塩ぱん。そ
んな中でロイの塩ぱんは生地はしっかり固めのロールパ
ン型、生地に練りこまれた塩のじんわりとした旨みとシン
プルで香り高い風味とのハーモニーが絶妙です。
1年ほど前に高知のパン屋さんが始めたのがきっかけ
で、それをテレビ情報で知った知人にこんなのがあると
教えてもらって作ってみたそうです。
FBでじわじわと西都市内で人気を博していましたが、
UMKの番組に兄弟商品の
「塩あんバターぱん」
が取り上
げられてからは、その人気に一気に火がつきました。
今では市内外から多くのお客さんが来店される人気の
パン屋さんになってます。
1日平均10 0 個、金曜と土曜には150 個ほど作られ、
早いときには午後 2時には売り切れることもある塩ぱん。

よしまるせいにくてん

吉丸精肉店

稚児ケ池のほとりにある、吉丸精肉店
（代表 吉丸聖紘）
さん。昭和4 3年に西都市酒元地区に精肉販売店として
開業し、現在2 代目のご主人さんと奥さん、他に従業員
さん2名で地域に根差したお店として頑張っています。
昭和4 7年に、奥さんが調理師免許を取得し、惣菜販
売も始めました。その後、口コミで惣菜の人気が広まり、
今では多くのお客様でにぎわっています。このお店の特
色は、なんと言っても安さと買いに来られるお客さんの層
です。
コロッケ1個35円、からあげ1個20円。その他にもメ
ンチカツや焼豚などバラエティーにとんだ惣菜が並んで
います。そして、何よりその惣菜を買いに来るお客さんが、
一般の主婦だけでなく近所の子供たちが多いというのが
大きな特色です。取材中も、近くの小学生が来店して気
軽にコロッケやからあげを買い求めていました。少年団
帰りの子供や、仲良しグループなどが数多く来店されて
いました。なじみの小学生は、
お店の中にまで入り込んで、
店員さんがフライヤーで惣菜を揚げているのを囲みなが
ら楽しそうにおしゃべりをしていました。なんとも微笑ま
しい風景でした。また、子供の要望でフライドポテトもメ
ニューに加わったそうです。時には、高校生も馬刺し
（シ
ブイ！）
を買いに来られるそうです。
お店の方に、値段が安いことについてお話をお伺いす
ると、
「子供のおこづかいでも買える値段にしています。気
軽におやつ代わりに食べて欲しいから」
ということでした。
コンビニが数多く出店するなど、お店の形態も昔とず
いぶん様変わりしました。しかし、便利さを追い求める

塩パン：80円/ 個

毎日こんなに作っていても、今だに失敗することもある
そう！ このパンの最大の特徴は生地の発酵に時間がか
かるということ。お客さんに早く提供したいとあせる気持
ちからついつい失敗してしまうこともあるとオーナーの永
山さん。
テレビで紹介されたのは
「塩あんバターぱん」。しかし
今では市外の方が「塩ぱん」、市内の方が「塩あんバター
ぱん」
を求められるようです。その秘めた実力に虜になる
お客様も多いようですね。

お店情報

住 宮崎県西都市上町２丁目６２
T 0983−4 2−2630
：0 0〜19：30 定休日：日曜日
営８

小さなお客さんに愛される店

〜地域密着型商売の原点を見た！

現代にあって、地域のお客さんとのコミュニケーションを
大事にしながら、子供達にも愛される地域密着のこのよ
うなお店がこれからも残って欲しいと感じました。
さらに、電話で注文をいただければ、
揚げたてが食べられるそうです。ぜひ、
一度足を運んで常連さんの小学生の輪
の中に入ってみてはいかがでしょうか。
見ているだけでほっこりしますよ。

お店情報

住 宮崎県西都市大字三宅４１３９
T 0983−4 3−14 76
：0 0〜17：30 定休日：日曜日
営８
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世界中でここにしかない品種
『天照』がついに商品化！
アマテラス

佐々木壮助さんが宝財原で見つけた梅の新品種、南高梅
よりも実が大きく種が小さいこの品種をひむか神話になぞら
えて
「天照」
と名づけました。地元・正春酒造にお願いして
試験的に梅酒として漬け込んでもらいました。しかし販売予
定がなくそのまま在庫として蔵の中に眠っていました。そこに
松山さんが店舗での梅酒の取り扱いを始めたため、卸会社
の担当づてでこの梅酒の存在を知り、正春の営業と打ち合
わせを経て、ＰＢ商品として70 0 本限定の生産を行い3年熟
成梅酒「『天照梅酒』
として商品化。現在は西都のたいまつ
店舗とシンガポールの伊勢丹で販売中。
「今後は、これをきっ
かけに紀州だけでなく、宮崎の梅も知ってもらいたい。市場
での宮崎の梅の価値を高めていきたい」
との事です。

Interview

梅日和たいまつ

お店情報
㈱松明創研社 代表取締役

松山

等 さん

住 宮崎県西都市小野崎1丁目102番地

タイムズスクエアビル1F

T 0983−4 3−2030

Interview

東北の百貨店限定企画で
産まれた幻の商品。
このマンゴーゼリーは東北の藤崎百貨店と業者間での限定企画
で産まれた商品。マンゴーの産地である地元・西都の老舗和菓子
屋である水野屋に製造を依頼し実現。通常、お菓子などの加工に
使われるマンゴーは
「加工用」
というＡ品、Ｂ品、C品のさらに下の
ランクのものを使いますが、このマンゴーゼリーには贅沢にもＢ品
（見た目の出来や、色づきだけで、糖度はＡ品とほぼ変わらない）
を使用しています。しかも冷凍したものでなく生のマンゴーを使用。
残念ながら現在は販売未定という幻の商品。それでも皆様にお届
けできるよう検討中とのこと。それでも、いろんな形で地元のマン
ゴーがより多くの人のもとに届いたら嬉しいと語っていました。
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ミツバチによる授粉

ハウスマンゴー部会 部会長

宮野原 幸男さん

西都市新町にある、大正10年創業の
「おかし花月」。以
前は西都市穂北（杉安地区）
で中原花月堂の名で営業をし
ており、
3 代目の中原和文さんが平成16年に現在の場所に
移転しました。西都市では昔から
「落雁（らくがん）」
と言え
ば、花月堂！ と言われるほど有名で、今でもお祝いや法
事など冠婚葬祭で、落雁の注文が絶えない店である。
今回ご紹介するのは、初代の秀信さんの代から伝わり、
大正13年購入の品で、鶴と亀の落雁の型で、
90年経った
今でも現役で使われています。型は桜の木で彫られており、
桜の木は堅くて丈夫なためほとんどの型は桜の木が原料だ
そうです。そして、機械ではなく全て手掘り作られていま
すが、今はその職人さんもほとんどいないそうです。
型は他にも、お寺がお客様に出すための紋をかたどった
ものや、戦時中のおそらく出征祝いに贈ったと見られる、日
の丸と日章旗の型もありました。
型の一つひとつが丁寧に作られており、大事に保管され
ていました。これからも、西都を代表するお菓子として、
「花
月の落雁」
が市民に愛され続けてほしいですね。

初代から伝わる90年経った
今も現役の落雁の型
らくがん

か げつ

おかし花月
お店情報

住 宮崎県西都市新町2丁目19
T 0983−4 2−6 4 6 0

伝統を次の世代に
残して行くことも
大切じゃの〜

皮ごとパリッ！
野趣あふれるさわやかな味！

大粒ぶどう『瀬戸ジャイアンツ』

押川果樹園

お店情報

住 宮崎県西都市大字鹿野田野中田4840
T 0 8 0−6 4 57−230 8

西都市街地から都於郡〜佐土原に向かう途中、都於郡
中学校正門の信号機を左に入り、市道を1キロほど進み左
折して農道を進むと押川果樹園さんのビニールハウスがあ
ります。押川果樹園さんは、8年前から、珍しい品種のぶど
うが食べられる観光農園として営業されています。
代表の押川勝美さんによると、以前はみかんを生産され
ていたそうですが、ぶどうの魅力に引かれ栽培を始めたそ
うです。その中で、どこにでもある品種ではなく他では栽
培していない珍しい品種を作りたいと現在も日々、新しい
品種の開発にがんばっておられます。
主な品種としては、瀬戸ジャイアンツ、高妻（たかつま）、
マスカットデュークアモーレ、マニュキアフィンガーなどが
あるそうです。初めて聞く名前ばかりで、ぶどうにこんなに
品種があるとは驚きでした。
その中でも、瀬戸ジャイアンツを中心に栽培され、お
伺いした時に試食をさていただきましたが、粒は大きくて、
糖度は１８度前後と高く、酸味は穏やかで、やや野趣のあ
る香りもします。皮ごと食べますが、皮はぱりっとして厚み
もなくサクサクしており食
べやすく、若干の渋みも
心地いいものです。今後
どんどん人気が出てきそ
うです。 直売所でも販売
しているそうですが、8 月
下旬から10 月下旬（9時
〜17時）まで観光農園と
してお客さんを受け入れ
ていますので、ぜひ足を
運んで野趣あふれる味を
楽しんでください。
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『Number Web』にて、
コラム「セリエAダイレクトリポート」を連載中。
西都人

SAIT
OBIT
O

スポーツライター

弓削 高志さん

Takashi YUGE

職業を選んだ理由・経緯

小学生時代から報道志望で、スポーツも好きでした。出版
社で雑誌編集の実務経験を積んだ後、欧州サッカーの本場へ
行くことを決意。現地での人脈作りとスキルアップに励みまし
た。日本でもイタリアでも、
人との出会いに恵まれたと思います。

海外生活の感想

ここではとても答えきれませんが、いつでも世界の大きさと
小さな自分自身を考えさせられます。

ライターの仕事の具体的な内容

原稿の執筆作業は仕事の一部で、
その前に媒体(新聞や雑誌、
Web)への企画提供や資料の精読、リサーチも必要です。もち
ろん、試合や練習への取材も大事です。原稿に直接繋がらな
い会合への出席や取材先へのアポイント取りも重要な仕事だと
思っています。
取材活動はイタリア語が中心なので、誤訳防止には気を遣います。
現場では臨機応変に対応しながら、
“できること、できないこと”の判
断をつけることを大事にしています。

西都の子供たちへメッセージ

イタリアの義務教育で、びっくりしたことがあります。グラウ
ンドを持つ学校施設はほとんどないので、彼らの体育の授業に
は、基本的に50mや100mを
“全力疾走する”カリキュラム
がない。運動がしたい者は月謝を払って専門クラブへ通う。個
人を尊重する形だとは思います。ただ、西都で過ごした少年時
代、僕は決して運動が得意な方ではなかったけれど、
“全力疾
走したことがある”
という思い出は、人生の宝物だと思うように
なりました。将来どこへ行っても、何をしても、
“故郷で子供の
頃に何かに打ち込んだ”経験は、自分の根っこになってくれる。
西都から1万キロ離れて暮らす今、そう思います。

Profile

1973年生まれ、妻南小・妻中・妻高出身。出版社勤務を経て、01
年に単身イタリアへ。語学と並行して、サッカーを中心に様々な分野
の取材活動を開始。03年から、日本のスポーツ紙やサッカー雑誌上
でスポーツに関する記事を執筆。

西都
YEG

〒881－0033

古代米のお餅の鶏皮包み揚げ

宮崎県西都市大字妻1538－1

平成26年度さいとこゆ食の大運動会の為に西都商工
会議所青年部のメンバーが開発し、みごと審査員特別
賞を受賞した秀悦の一品です。古代米のもち米から作っ
たお餅を宮崎地鶏の皮で優しく包んでカラッと揚げ、そ
の上にアツアツの中華風あんをかけた料理です。最後に
素揚げした西都産ズッキーニを数枚かけて完成です。
お餅の食感とカリカリの鶏皮、そしてアツアツのあん
が絶妙にマッチして、食べだしたら止まりません。お酒の
おつまみにも、ご飯のおかずにも相性抜群です。
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今回は、商工会議所青年部のメンバーがそれぞれ個々に取材してきたものです。すべてを取
材できているものではないのでご了承ください。
もし、
うちも掲載してほしいという方がいらっしゃ
る方は、ぜひ情報をお寄せください。よろしくお願いします。また青年部では、随時会員募集中
です。興味のある方はぜひご一報ください。

ＨＰ：http://www.kaigisho.biz/saitoyeg/

FAX：0983－43－5722

西都産の柚子を使って作られた柚子リキュール「正春の柚
子」
をベースにビールとあわせて作る、爽やかなビアカクテ
ルです。美味しく作るポイントは、柚子リキュールとビール
の比率は1対9くらいで、使用するするビールは発泡酒など
の軽めのビールがお薦めです。お好みで氷を少し入れても
美味しいです。

TEL：0983－43－2111

ゆずビール

編集
後記

発行 西都商工会議所青年部事務局

取材時に気をつけていること、こだわっていること

将来の目標
印刷された本に愛着があるので、いつか欧州サッカーに関す
る書籍を出版したいですね。

