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キーワードに、より多くの方にそれらを

まちなか（中心市街地）の賑わいを生み

伝え、鹿屋のファンになってもらうための

出すための取り組みを行っています。

取り組みを、ここ数年で行ってきました。

まちなかに店舗を構える方や、関係する

全国ほとんどの地方の中心市街地が

団体などから、さまざまなメンバーが集

衰退していくなか、鹿屋のまちなかは、

まっています。

今とても明るい兆しを見せています。

2016年には協議会にて「鹿屋市まち

「なんだか面白そう」という空気感が

なか再生基本戦略」がつくられ、地域で

街に広がり、街への期待感が高まって

活動する若い人が加わり、商店街の方々の

きています。

活動と連携し、協働しながら賑わいを生み
出す取り組みをしています。
まちなかには、周辺地域の魅力を発信
する役割があります。
私たちは、発信すべき鹿屋・大隅半島の
魅力として
【いろいろな水の風景】
【素材
勝負のローカル食】
【身近なアウトドア】
【日常のおしゃれ感】
【酒場の楽しみ】を
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「食と暮らしのマルクト @ おおすみ」

8 鹿屋の、いろいろな水の風景

ここはハズせない！

まちなかでの新たな挑戦を紹介します
Hamakawa Body Works／はるんち／HARU

26 編集後記

Central area map

本誌は、これまで行ってきた取り組み
や、まちなかの情報、地域の楽しみ方など
をお届けするために企画されています。
まちなかのたくさんの魅力を知って
頂き、まちなかのファンになって頂けると
幸いです。
まだまだ面白くなるポテンシャルが
高い、鹿屋のまちなかをご紹介します !
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まちなかの公園から、
日々につながる心地よい日曜日。
「食と暮らしのマルクト @ おおすみ」

中心市街地の魅力向上と
城山公園の利活用を目指して

開催。鬱蒼とした樹木や植木の手入れを
し、日当たりと風通しの良い場所へと

大隅の食や暮らしの豊かさを
カジュアルに楽しむ定期市

農家さんのブースでは、スーパーでは
なかなか見かけない野菜があったり、美味

中心市街地の西側に位置する、鹿屋市

生まれ変わりました。毎月マルクト開催

マルクトに並ぶのは、大隅の食材を

しい調理法を教えていただけることも。

城山公園。入り口脇にひっそりと水神

前日には、実行委員を中心としたボラン

活かした美味しい料理や、手仕事から

大隅の食や暮らしの豊かさを発信し、

様が祀られ、水源からの湧水が満ちた池

ティアにて清掃活動を行い、きれいな

生まれる作品、こだわりを持ってセレクト

新たな出会いを創造する場所となって

では鯉が悠々と泳いでいます。普段は落

公園の維持に努めています。

ち着いた雰囲気の公園ですが、毎月第4
日曜にはこだわりの品々を集めた「食と

a.

された雑貨たち。“日々につながる心地

コラボメニューや新しい創作アイデアも

加工・販売などの要素があるか、こだわり

次々に生まれています。

暮らしのマルクト@おおすみ」
（以下、マル

をもって製作・セレクトされたものか等、

クト）
が開催され多くの人で賑わいます。

コンセプトと照らし合わせて選び抜か

2015年9月のマルクト立ち上げ当初は、

いるマルクト。出店者同士の交流によって

よい日曜日”をテーマに、大隅での栽培・

れたお店が集まります。

北田商店街の小さな空き地で開催して

お店とお客さんのフレンドリーな距離

いましたが、2017年4月からは公園の有効

感も魅力で、店主の味自慢や、作品の誕生

活用を目的として現在の城山公園にて

秘話といった会話も楽しみのひとつ。

cheers!

a : 7~9月はナイトマルクトを開催。
お祭り気分を楽しめるとびきりの夜。
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開催実績

まちなかのお散歩で
商店街の魅力を新発見

※2020年3月現在

マルクトのもう一つのお楽しみは“まち
歩き”。近隣商店街の魅力にも触れて
ほしいとの思いから、商店街の各店舗が
特別メニューやお得なサービスを提供

b.

出店者の声

※2020年4月以降は感染症拡大防止のため
規模縮小にて開催
○2015年9月初開催以来、総開催回数48回
雨天等中止7回・代替小規模開催2回
○平均来場者数 1,076名／月
○総出店数322店舗（延べ出店数 1,240店舗）

する「マルクトサルクト」が同時開催
されています。参加店舗は城山公園から
およそ徒歩10分圏内にあるお店ばかり。
呉服店や老舗菓子店といった昔ながらの
商いに接してみたり、古い建物をリノ
ベーションした話題のスポットに足を

県外・その他

県内・その他

1％未満

9％

鹿児島市

のんびりとした公園の雰囲気が大好きです。参加するたびに鹿
屋のお客様との再会が楽しみ！
（ちいさな菓子工房Porch/指宿
市）
／ほぼ毎月参加しています。季節ごとにお子さんも楽しめ
るワークショップを開催しています。
（Grand Jete/鹿屋市）

8％

宮崎県

出店者
参加地域

12％

来場者の声
大隅エリア

運んでみたりと、お散歩気分でふらりと

71％

訪れてみてはいかが。

c.
b : 出店者との会話も弾むお買い物。おすすめの調理法も教え
てもらえます。c : 子ども連れでも気軽に足を運べるアット
ホームな会場の雰囲気。

e.

d.

マ

だ

限定

♪

お気
よう！
見つけ
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時］毎月第4日曜日 10時〜16時（7〜9月は16時〜21時）※
詳細は Facebook ページでご確認ください。
［開催場所］城
山公園
（鹿屋市北田町11- 4）
［主催］食と暮らしのマルクト実
行委員会、
（株）大隅家守舎［後援］鹿屋市、街のにぎわいづ
くり協議会、
（株）まちづくり鹿屋［ホームページ］http://
facebook.com/marktohsumi［Instagram］https://www.

を

り
に入

DATA
［イベント名］食と暮らしのマルクト @ おおすみ［開催日

ohsumiyamori.com/markt［Facebookペ ー ジ］https://www.

も
ュー
メニ

ト

ク

ル

の

け

ボランティア

!

スタッフ

募集中

d : それぞれのお店が趣向を凝らしたメニューを用
意。公園で食す格別の味わい。e : 会場を彩るのはカ
ラフルなガーランド。公園の緑とのコントラストを
楽しんで。f : マルクトサルクトのコラボスイーツ。
参加店舗は黄色いフラッグバナーが目印。

こんなところに公園があったなんて！おいしい食事を親子
でのんびり楽しみました♪
（鹿屋市 /30代）
／作家さんの手仕
事を間近で見られて感激！鹿屋に来る楽しみがひとつ増え
ました。
（霧島市 /40代）

f.

マルクトでは当日の運営スタッフや実行委員メン

instagram.com/marktohsumi［blog］鹿屋 大隅の雑談情報

バーを随時募集しています。これからのマルクトを

blog・さるっが https://saruggalabo.org/

一緒につくりあげていきませんか ? 詳しくは公式
SNS をチェック !

※2021年3月現

在、感染症拡大防止のため、検温、マスク着用の徹底等の対
策を行いながら、規模を縮小して開催しています。
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横丁」の看板が立ち並び、湧き出る

水神様。降水量が多くても保水

名水を汲みに来る人は絶えません。

力が低く、水源の少ない笠之原

ボトル片手に訪れてみてはいかが

台地では、飲料水となる水汲み場

でしょう。

は貴重な存在でした。水道が普及

DATA

した現代でも、通りには「水神

鹿屋市本町5 -18／

07：00〜20：00

2 肝属川（円形劇場広場）
市街地を流れる肝属川。その
流れはゆるやかで、不思議と見る

映画、様々なイベントも楽しめる

人の心を和ませてくれます。古代

「リナシティかのや」もあり、休日を

ローマの円形劇場を思わせる広場
の近くには、川の歴史や周辺の
自然環境について学べる「きもつき
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川水辺館」や、プラネタリウムや

過ごすにはぴったりです。
DATA
鹿屋市北田町1

い ろ い ろ な水 の 風 景

鹿屋の、

鹿児島でまつられることの多い

高 隈 に 始 ま る 水 の 流 れ は 、人 の 心 を う る お し な が ら 、
海と山の間をめぐり続けます。

1 水神様（水汲み場）

3 吾平山上陵
輝く緑の中、川の流れにそって

という伝説のルーツだからなのかも

進むほどに感じる神秘的な雰囲気。

しれません。美しい風景の中で

まるで、遠く離れた伊勢の地の、

ゆったりとした時を過ごせます。

五十鈴川の川上に鎮まる神宮を思
わせます。遠い昔、大隅半島を旅立
ち、大和から伊勢へとたどり着いた

DATA

鹿屋市吾平町上名5250-1／

08：30〜17：00

まちなかから車で25分

4 荒平天神
砂浜から延びる、海と空を背景に

線からは桜島と開聞岳を見ること

そびえたつ小島が目印です。季節と

ができ、水平線に沈む夕日が美しい

潮の満ち引きによっては、世界遺産

撮影スポットとしても知られます。

として知られるモン・サン・ミシェル
のように、鳥居付近の参道が海に
沈んで孤島となります。美しい海岸

DATA
鹿屋市天神町4014
まちなかから車で20分
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味

まちなかの

taste

小松食堂

鹿屋市北田町9-5
☎︎ 0994-42-2075
10：00～14：00
第3日曜 休
komatsushokudo

味

まちなかの

taste

レストラン

リベラ

鹿屋市北田町8-1
☎︎ 0994-43-2264
10：00～22：00
日曜 休

昭和39年創業。元々八百屋だった2代目

1_

創業53年。元々、オーナーの蓑田省三

も抜群でホッと一息できる場所。シャッ

味わえない味で、リピーターも多いそう。

さんの父が「まるみ」というバーをして

ター街だった北田町に、KITADA SARUGGA

と同時に受け継いだのよ。近くに沢山

昨年、店舗改装により、若年層が訪れ

いた場所。省三さんは製薬会社を辞め

など新しいお店が出来たことを歓迎して

食堂があったから、負けられないなと

やすい外観へ。当時からのショーウィン

喫茶店を始めました。妻・勝子さんが

います。

思って頑張ったよ」そう当時を振り返る

ドウはそのまま残しているところに、

オーナーに見初められてお嫁に来た

これまで、お店をやめようと思ったこ

のは2代目 松下一廣さん。

3代目和夫さんの想いがあります。
「30年

のは25歳の時。
「当時は5軒も喫茶店が

とは一度たりともないと話すお2人。

店主の祖母が始めた小松食堂。
「高校卒業

を変えてうまれるモチモチ感は他では

大事にしているのは “ 手作り ” そして

ぶりに来ました、とか、子どものころ親に

あってね」そう話すご夫婦は、70代とは

「あと何年出来るかは分からないけど、

“ 変わらない味 ”。お客さんの半数が頼む

連れられてきました、とお子さんを連れて

思えないほど。元気の秘訣は1日1回の

お客様に感謝の気持ちを忘れずに地道

というちゃんぽんは、豚や鶏ガラといりこ

来て下さったりするのが本当に嬉しい」

ラジオ体操と毎日2000歩のウォーキ

にね」半世紀以上変わらない味を、ぜひ

や昆布といった海鮮系を調合したこだ

お客様と共に歩み続ける、次世代へと受け

ング。

ご賞味あれ。

わりスープが自慢。毎日濃度のチェックは、

継がれていく味を、ぜひ。

未だに一廣さんの役目だそう。
今や、小松食堂の名物となった“だっき
しょ豆腐 ” は100% 鹿屋産のだっきしょ
( 落花生 ) を使い、一廣さんの母の味を
再現。
「畑によって豆の味も違いますから。

創業から大事にしているのは “ 味を変

1_ 名物ちゃんぽんは、古江漁港で獲れた姫甘海老がアクセントに。
／2_ 今も親子で伝統の味を受け継いでいる／3_ モチモチ食感
「だっきしょ豆腐」は総菜屋 “ 和魂洋菜 ” でも購入できる。／4_ 毎
日濃度をチェックしているちゃんぽんのスープ／5_ 冬が旬の鹿
屋産だっきしょは年間600㎏も使用する
2_

3_

初対面の豆と対話しながらですよ」そう

ることで、ここに来れば変わらない味が
食べられ、そして “ いつも開いているお
店でありつづける ” とお昼休憩を取らず
あくまで喫茶店としてのお店作りを大切

1_ 老若男女問わず人気のハンバーグピラフ／2_ 創業当初から変
わらないナポリタン／3_ ご夫婦とも絵画が趣味で県知事賞を獲
るほどの腕前／4_45年前のジュークボックスは今でも現役／5_
笑顔が素敵なご夫婦はとても仲良し
2_

3_

4_

5_

お見合いの場やデートに使われてきた

だっきしょ豆腐をこねるお手伝いをされて
きたそうで、豆の匂いや硬さで時間や調合

えないこと ”。オーナー自らが手作りす

にしています。

笑って話すのは幸治さん。小さいころから、

10

変わらない味を求めて

子や孫へと世代を超えて
受け継がれる味
1_

店内には、どこか昔懐かしい雰囲気が残
4_

5_

り、そこで頂く料理はどれも見た目も味
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味

まちなかの

taste

薩摩菓子所

富久屋

鹿屋市本町4-13
☎︎ 0994-43-1211
9：00～18：00 不定休
http://fukuya.ocnk.net/
fukuya_kanoya

味

まちなかの

taste

杵屋モン・ドール

鹿屋市北田町4-10
☎︎ 0994-43-7109
8：00～19：00 不定休
http://kineya-montdore.net/
kineyamontdore

ここでしか
味わえない味

鹿屋の歴史とともに

1_

江戸天保年間創業。
「日露戦争の前に、

1_

たちが出撃前、最後に食べていったお菓子

昭和23年、創業ご夫婦で営む和洋菓子店。

発信にも力を入れ、以前に比べ若年層や

島津のお殿様にお菓子を献上していた

を再現しようと、女子挺身隊として働いて

元々、先代がアイスキャンデーや白熊

新しいお客様も多く来店するようになっ

記録があるの」そう話してくれたのは

いた姉や当時を知る方たちに話を聞き、

など氷菓を主として開業したお店を引き

たそう。
「気軽に1個からでも立寄っても

店頭に立つ北村馨さん。

1年かけて再現しました。毎年4月には

継いだのが35年前、辻さんが26歳の時。

らいたい。家族連れやお子様連れなど、

お店自体は、4度の移転により昭和64年

灯篭流しを行い、戦争を語り継いでいます。

「父親と一緒に仕事をしたのは半年だけ

お客様に喜んでもらえる商品を作って

現在の形に。街のにぎわいづくり協議会

「いつまで続けられるか分からないけど、

なんです」と笑って話す表情からは、商品

いきたいです」地元の高校生や生産者との

との取り組みでは、のれんやタペスト

元気なうちは、ね。自分のことよりも灯篭

への愛情が垣間見えます。お店には6次

コラボによる“ここでしか味わえない味 ”

リーを一新。お店のレイアウトも変え、

流しを開催できるかが一番だから」そう

産業の先駆けとしてはじめた、地元で

をぜひ楽しんで。

“ 食と暮らしのマルクト ” にも出店する

笑って話す北村さん。鹿屋の歴史と共に、

出来たさつまいも(紅はるか)やお茶・ばら

ことにより、馴染みのお客様以外にも、

今日も店頭に立ち続けます。

を使った商品が並びます。
「地元にはいい

若年層のお客様が増えたそう。水まん

ものを作っている生産者さんが沢山いる。

じゅうやいちご大福など季節に合わせた

商品にすることで生産者の応援も出来る

お菓子も人気です。
そんな北村さんが何よりも大切にして
いるのが、鹿屋の戦争の歴史を風化させ
ないこと。戦中には海軍御用達の菓子店

1_ 戦争の歴史を語り継ぐ味、海軍タルト／2_ 優しい笑顔で出迎
えてくれる／3_ お店には様々な戦争の文献も展示してある／4_
明治神宮にも献上する、かるかん／5_ 老舗ながら明るく落ち着く
雰囲気の店内
1

2_

3_

「富久屋若松菓子店」として鹿屋基地に

商品が並んでいたそう。街のにぎわい
づくり協議会との取り組みを通して商品
数を絞り、“鹿屋のお菓子”としての商品の

2_

3_

4_

5_

には、先代の“かき氷”を復活。タペスト

だった北村さんが平成28年に商品化した

12

たくて」実は、以前はもっと多くの種類の

ブランド化に注力してきました。3年前

菓子を納めていました。終戦時まだ5歳
のが “ 海軍タルト ” です。特攻隊の隊員

し、お客様にもっと身近に感じてもらい

1_2017年より KITADA SARUGGA とのコラボで始まったチョコ
レート WOW。大隅の特産品を使ったまさに “ ここにしかない味 ”
／2_ いつも笑顔で迎えてくれる辻さんご夫婦／3_ 新商品「お花
のプチショコラ」ジャムと合わせてちょっとした手土産にもおす
すめ／4_ かのや紅はるかをたっぷり使った新食感のかるかん「お
いもかん」はお芋の食感を楽しめる／5_ 広々とした店内。イート
インも可能

4_

5_

リーを作り、ロゴを新調。Instagramでの
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ライフスタイルに合わせて

KOTOBUKI HOTEL

商

業ビルだった場所を、フルリノ

バー。朝食も自慢の一つで、自家生産の

ベーションした本館・そして新設

お肉と新鮮なチーズを提供。“ 食の種が

創

した新館と2棟からなり、2棟をつなぐ部
分は異空間。ライフスタイルホテルとし

原点と挑戦

業28年。昼は定食、夜は創作料理と

からのカフェとしての利用や、デザートや

ナチュラルなワインが楽しめる

小皿料理で小腹を満たすなど、多様な

生まれる時から、食を提供するまでのス

お店。食材にもかのやカンパチやふく

楽しみ方の提案を続けています。
「粛々と

トーリーを、食べる瞬間に感じてもらい

どめ小牧場の幸福豚など、地元の食材を

毎日丁寧に料理していきたい」もともと

ての提案を発信する KOTOBUKI HOTEL

たい”という親会社の理念を基に「ここに

中心としながら、厳選した食材を丁寧に

定食屋として始まったお店の原点はブレ

には、訪れる人を楽しませてくれるポイ

くれば、大隅の色々な情報を得られる場

扱っています。
「こだわりを持たないのは

ないままに、今後の展望もまだ明かせ

ントが至る所にあふれています。ロビー

所に」食と街、そして街と人を繋ぐ存在と

その食材に対して失礼」そう答えるオー

ないが明確化しているそうで、挑戦を続

には、ホテルの為に制作してもらったと

して。様々な使い方が出来るライフスタ

ナーの言葉通り、出てくる料理の一つ一つ

けるこの路からまだまだ目が離せない。

いう五月女哲平さんのアートワークがお

イルホテル KOTOBUKI HOTEL、鹿屋を楽

に食材と生産者への敬意が見られ、見た

出迎え。客室はこだわりのシーリー社製

しむ上での拠点になること間違いなし。

目も味も抜群。

のベッドに海外を彷彿とさせるオーバー
ヘッドシャワーなど、シンプルながらこ
だわりの光る空間。そして、ホテル宿泊
者以外も利用できるフラワーショップと

A.

B.

この路

今年からは、ランチ・ディナーと合わ

KOTOBUKI HOTEL

せて “Apero Hour” としての利用も開始。

鹿屋市北田町5-40
☎︎ 0994-36-8045

おつまみと一緒に軽くお酒をたしなむ

https://kotobukihotel.com/

ことが語源だが、この路ではコーヒー1杯

kotobuki_hotel

C.

D.

A. 鹿屋市の “ 鹿 = シカ ” をモチーフにしたロゴ B. アメニティも南大隅町の “ ボタニカルファクトリー ” を使用するなど大隅愛にあふれ
る C. ホテル利用者以外も楽しめる “Bar BEBU” D. グループ会社でつくる “KOTOBUKI Cheese” は朝食でも人気
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この路

A.

B.

鹿屋市北田町11099-3
☎︎ 0994-42-2271
Lunch 11：30～14：00／ Dinner 18：30〜22：30
Apero 14：00〜18：00（金土日のみ）／月曜・火曜 休
https://konomichi-k.com/
konomichi_1980

C.

D.

A. 一番人気のこの路定食
（1,000円）
見た目からも楽しめる B. 力を入れていきたいというデザート この路パフェ
（500円） C.9日間熟成
したカンパチ Apero Hour で人気の一品 D. 店内一つ一つのアイテムにもこだわりが光る

15

おすすめテイクアウト＆ いま行くべき身近な アウトドア
まちなかから近い距離に豊かな自然がたくさんある鹿屋。
身近に本格的なアウトドアが楽しめます！テイクアウトの商品を買って出かけよう！

outdoor_01

トレッキング
【高隈山】
【2名以上】
トレッキング1日コース
大人6,000円〜

まちなかの
アウトドア
ショップには
ツアーが盛り沢山 ！

ここはハズせない！

標高1000mを超える山々が連なる雄大
take out_01

な自然！季節の草花をはじめ、ここでし

あしたのおやつ

か見られない貴重な植物も見ることがで

（オキス / 各480円）

きるので、大人から子供まで楽しめます。
outdoor_02

カヤック
【錦江湾】
【2名以上】
シーカヤック3時間コース
大人8,000円〜

take out_02

ひとくちげたんは・小

錦江湾の白い砂浜にシーカヤックを

（原製菓舗 /140円）

KITADA SARUGGA

下ろし、のんびり漕ぎ出すのは爽快です。

鹿屋のイイもの、美味しいものを発信

分かりやすい指導で初めての方も安心！

する、カフェ&セレクトショップ。アウト

10歳以上から参加できます。

ドアのお供はここで準備。ドリンクの
テイクアウトもできます。
KITADA SARUGGA
鹿屋市北田町8-9
11：00〜18：00

火曜 休

☎︎ 0994-45-6168

take out_03

モリンガ青汁ラテ
（新メニュー /450円）

SUP

足を伸ばせば
こんなことも楽しめます！

アウトドアショップ
キャメル
鹿屋市北田町9-7
10：00〜19：00
☎︎ 0994-43-8757

キャンプ

海に浮かべたボードの上に立ってバランスを取りな
がら、パドルを漕ぐアクティビティ。楽しみ方は無限大、

目の前に広がる錦江湾に浮かぶ桜島と開聞岳 ! 鹿児
島の自然を一望できる最高のロケーションです。

誰でも気軽に楽しめます !
春〜秋（4〜10月）所要時間：約2時間

大人：1名 1,100円、小学生：1名 550円

2名以上／中学生以上／料金 :1名 7,700円

テント1区画6m ×6m、温水シャワー、炊事場利用代込み

（税・保険・SUP 用具一式・ライフジャケット・シャワー利用込み）

PADDLERS
（パドラーズ）
鹿屋市天神町3629-1
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☎ 090-9766-6919（代表）

ユクサおおすみ海の学校
鹿屋市天神町3629-1

☎ 0994-31-8193
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味しいおでんはどこ ?」と聞くと、ここを
思い出す人も少なくないのではないで
しょうか。先代から引き継いだみそだれ
のおでんは絶品。この日は、豚バラや春
菊、ロールキャベツなど、地元の食材を
かつて中央市場があり「大隅の台所」
と呼ばれた京町通。一度は客足も遠
のき、空き店舗が目立つ通りになった
老舗の飲み屋街ですが、最近では新しい
お店が多く出店するエリアになってい

お酒の場を楽しむ
京町飲み歩きのススメ

ます。京町通の楽しみ方は、なんと
いっても飲み歩き。1軒だけで収める
にはもったいない京町通のお店をいく
つか飲み歩いてみました。

03.

02.

01. メニュー札がたくさん貼られた店内
/02. 野菜巻き（レタス、キムチ）はヘル
シー /03. 大海酒造の一番雫のソーダ割り

この日、1軒目に訪れたのは、めがねの

黒ぢょかの醍醐味の一つは、カウン
ターでの会話。アウトドア好きなおかみ
さんや気のいい常連客との会話に花を咲
かせるのもお酒の場を楽しむ要素です。
この日も、カウンターで相席した常連客
からおでんの食べ方を教えてもらい、楽

05.

06.
04. おかみさんとの会話が楽しめるカウン
ター /05. 小鹿酒造の前割りを燗にして黒ぢょ
かで /06. みそだれのおでんは絶品

しい時間が過ぎていきました。

たくさんのメニュー札が貼っ
てあり、沖縄で修行した娘さ

3

んの影響もあって、沖縄料理
も楽しめるラインナップに
なっています。人気メニュー
の「ひとくち餃子」は、5cmく
らいの大きさで、一人でもぺ
ろりと食べられそう。そして、
豚肉でいろんな野菜を巻い

07.

08.

07. 寿司ネタの入ったショーケースが目の前 /08. 握られた寿司
がカウンターに直接提供される

た「野菜巻き」は、野菜を豚

鹿屋で最も歴史のある寿司屋が京町

の甘みが包んで、ヘルシーで

通にあります。それが「三楽寿司」。回る

罪悪感がない一品。その時々

寿司に慣れてしまった人には、回らない

で仕入れられた日本酒や、定

寿司屋のハードルは高いかもしれません

おじさんのロゴマークが印象的な「ひろ

番の地元芋焼酎と合わせて

が、入ってすぐに迎えてくれる大将の

し」。店名に反して、おかんと娘さんがメ

飲めば最高な時間が過ごせ

優しい笑顔で、そんな不安も取り除かれ

イン看板で切り盛りしているお店です。

ます。

ます。カウンターに座って、目の前にある

70〜90年代の歌謡曲が流れる店内には、

18

した。

ショーケースからおすすめのネタを聞き

カウンターで楽しむ三楽の寿司

01.

おかんと娘の、ひろしです

1

おいた前割り焼酎と合わせていただきま

04.

ながら、食べたいものを伝え

お酒の場を楽しむ 京町飲み歩きのススメ

レポート

使ったおでんを注文。事前に水で割って

2

京町といえば、黒ぢょかのおでん

2軒目は、ただいまと言いたくなる老
舗のおでん屋「黒ぢょか」。鹿児島で「美

るというちょっと大人な体験
が楽しめます。にぎりたての
寿司をカウンターに出しても
らう。それだけで贅沢な気持
ちに。
この日、おすすめされたホ
タテは口の中で甘さが広がり、
キリッとした日本酒と共にい
ただき、口の中を幸せにして
いただきました。お土産の
バッテラ寿司も人気だそう。
次回は「寿司屋でおみや」にも
挑戦したい。
● NEXT／ bocchi →
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お酒の場を楽しむ 京町飲み歩きのススメ

のまま、優しく受け入れてくれる
空間が待っています。
「このまま帰
るのが惜しい」と、一緒にまわった
友人たちとゆっくり話すには最適。
ライブやギター教室も開催される
店内には、ギターやピアノ、ドラム、
カラオケの機材もあり、帰る前に
みんなで一曲熱唱するのも楽しみ

4

話がはずむ 夜カフェ

最後に訪れたお店は、夜カフェ
「bocchi」。店主の優しい雰囲気そ

掛け声とともにスタート

09.

「馴染みのないお店に入っていくのは、勇気がいる」という人も少なくないのでは。
最近の居酒屋はガラス張りのオープンなお店もありますが、老舗の飲み屋は中の見え
ないお店も多く、
「気になるけど、なかなか入れない」といった声もよく聞きます。
京町通では、そんなことを思っている人におすすめのイベントが定期的に開催されて

方の一つです。

ンターに置いてあるカードゲーム

bocchi

この日は、相席した人おすすめの
アイリッシュコーヒーを頼み、カウ

います。その名も「ぶらり京町ガラポンツアー」。通りの魅力を多くの方に知って
もらいたいと、企画されています。
10.

をやりながら、親しい友人たちと

09. テーブルには店主おすすめのカードゲーム /10. ア
イリッシュ・ウイスキーをベースとするアイリッシュ
コーヒー

盛り上がりました。

2017年に参加店舗6店から始まった「ぶらり京町ガラポンツアー」
。これまでに9回
開催され、最近では15店舗以上に増え、まちなか恒例の飲み歩きイベントになりつつ
あります。イベントのルールは至って単純。夕方頃からはじまり、事前に決められた
チームごとに受付でガラポンを回し
ていきます。出てきた色ごとに飲み

京町通には、ここで紹介しきれなかっ

歩きコースが決まっていて、参加者は

たお店がまだたくさん並んでいます。ど

決まったコース通りに京町通を飲み

れも個性的で楽しいお店ばかり。回数を

歩きます。

重ねていけば、知り合いが増えるなんて

居酒屋だけでなく、カフェやスナッ

ことも。美味しいお酒と食べ物があって

ク、パン屋、バーなど多種多様なお店
ツアーフラッグを持って飲み歩く

楽しい会話が生まれる京町通は、鹿屋の

を3軒楽しむことができるのが、この
ツアーの醍醐味。1軒目で乾杯して、

夜の魅力の一つではないでしょうか。

2軒目で歌い、3軒目でしっぽりと語り
合う、京町通ならではの飲み歩きが
楽しめます。知らない人同士がいる
グループも親交を深めるのに、3軒も
回れば充分。新たなつながりを生む

DATA
1. お食事処 ひろし

2. 黒ぢょか

3. 三楽寿司

4.bocchi

鹿屋市本町4-24
京町わんど04号

鹿屋市本町4-24

鹿屋市本町4-23

鹿屋市本町4-16

☎ 0994-42-3367

☎ 0994-44-4866

☎ 0994-45-4641

京町通のイベント等に

17：00〜23：00

18：00〜23：00

19：00〜翌1：00
日、月曜 休

ついてはこちらから随時

☎ 0994-44-1724
17：00〜23：00
（日曜日16:00~）
不定休
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訪れたお店を満喫する

日、月曜 休

日曜 休
sanraku_kanoya

https://www.bocchi0903.com/

Facebook

発信しています。

Instagram

場にもなっています。
「京町通ってよく聞くけれど、どん
な飲み屋なんだろう ?」と興味を持っ
てくれた、そんなあなたにおすすめ
のイベントです。

logo design ／中野 由貴
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01
鹿屋まちゼミ

まちと人がグッと近づく取り組み

まちと人がグッと近づく取り組み

まちなかの活動

まちなかの活動

冬華火

02
1.

1.

2.

1. 飲食やイルミネーショ
ンも楽しめる／2. イルミ
ネーションも取り組みの
ひとつ／3. 鹿屋中央地
区青年部の皆さん

3.

1. 自分だけのオリジナル時計を家族で作りました／2. 戦時中の様子を真剣な眼差しで学んでいました／3. まちゼミ実行委員会の皆さん

プロの知識や技術を、無料で楽しく学ぶ

店主の人柄やお店の雰囲気を気軽に知っ

ことができる「まちゼミ」ってご存知で

てもらうこと」がいちばんの目的。さら

すか？商店街にはいろんな分野のお店が

に定員3～4人と少ないことから和気あい

に繋がりのあるお店を中心に出店。
「冬

並んでいますが、その店主たちが先生と

あいとしているため、気付けば参加者同

華火を通してまちなかに人が来る、まち

なって講座を開く期間があります。それ

士がお茶友達になっていることも。講座

が「まちゼミ」。愛知県岡崎市から始まっ

だけで終わるにはもったいない、とまち

て、いまでは全国各地で開催されている

ゼミを通して商品化されたものもあり、

取り組みです。

想像以上の効果が出ているようです。

3.

を知ってもらえるのはとても嬉しい」と
まちなかの冬の風物詩ともいえる「冬

実行委員長の松下さんは言います。

華火」。2019年で10回目を迎えました。

一時はビアガーデンなど他のイベント

実行委員を務めるのは鹿屋中央地区

と同時開催でしたが、今では冬華火が定

鹿屋市では北田町と本町の商店街を中

2021年秋には、初めて全国で一斉にま

青年部の皆さん。イベント出店やボラン

着し、単独で開催するように。その結果、

心に2018年からスタートし、すでに５回

ちゼミが開催される予定。市報や折込み

ティア活動を通してたくさんの経験をし

中高生や子供連れの家族など、若い方の

開催。毎回約220名が受講されています。

チラシで案内されますので、参加してみ

ようと、商店街や街のにぎわいづくり協議

来場が増えてきているそう。

てはいかがでしょうか。

会との連携を繰り返すなかで生まれた

2部構成となっているので、合間には

“ まちなかで上がる花火を市民に見せ

イルミネーションも楽しめますよ
（点灯

たい ” という想い。そこからこの冬華火

期間11〜1月頃）。今度の冬は、澄んだ夜

は始まりました。

空に咲く花火とレーザーのショーを思

内容は毎回約25講座と多岐にわたり、
あれもこれもとつい悩んでしまうほど。
特に人気なのは、健康、料理、グリーン関
係だそうです。最近は商店街だけにとど

【参加者の声】
自己流でうまくいかなかった理由が、プロに教わり
分かった／いい勉強になった など

まらず、鹿屋市内の様々な事業者も講師

まちなかで花火やレーザーショーを見

として参加しており、範囲も内容も広が

られるというのは全国でも珍しいこと。

りを見せています。
参加者に商品やサービスを売るのでは
なく、
「コミュニケーションを取りながら、

22

2.

鹿屋まちゼミ
時期／年1～2回（約2ヶ月間）
場所／各店舗にて
お問合せ／鹿屋まちゼミ実行委員会事務局
☎︎ 0994-31-6004（北田・大手町商店街商店街事務所内）

Instagram

当日は飲食店ブースが設けられ、商店街に
ある飲食店や「食と暮らしのマルクト @
おおすみ」の出店者といった、まちなか

いっきり楽しんでください。
冬華火
時期／12月中旬～下旬
場所／リナシティかのや
冬華火実行委員会（鹿屋中央地区青年部）
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事例紹介の詳細や、まちなかの空き店舗情報はさるっがブログでご覧いただけます！

空き店舗を活用した新たな挑戦を紹介します

鹿屋まちなか空き店舗情報

1_Hamakawa Body Works

2_ はるんち／ HARU

一人じゃないということ

可能性が広がるということ

2018年12月、キタダサルッガの2階にオー

の輪がどんどん広がっていくんです。商売

鹿屋市西原で15年間親しまれていた

『Hotel&Hostel HARU』もオープン。個室

プンしたボディケアサロン『Hamakawa

としては“1人”だけど、まわりのフォロー

『Dining 春ん家』が本町へ移転したのは

とドミトリーの2タイプあり利便性が良

Body Works』。悩みに合わせて身体のゆ

があってとても助けられています」

がみや全体のバランスを整える丁寧な施
術が好評です。
すでに鹿屋市外で10年の実績があり
ましたが、
「鹿屋でも事務所を構えたい」

2019年9月のこと。空き店舗をリノベー

いため、旅行者だけでなく地元住民の利

建物にはキタダサルッガのほかに、3

ションし『はるんち』としてリニューアル

用がとても多いのだとか。美味しく食事

つの事務所が入っています。同世代も多

オープンしました。開放感と活気ある店内

をしてそのまま寝ることができるって、

く、空き時間にはみんなで冗談を言い合

に、元気なスタッフさんの声が飛び交いま

最高ですよね。テイクアウトやドレッシ

いますが、なにかあれば頼れる存在。

す。鹿屋・大隅の食材を使った、和とイタリ

ング等の物販もはじまったはるんちの勢

アンを織り交ぜた創作料理が楽しめます。

いからますます目が離せません。

と思うように。知り合いに相談してから

キタダサルッガやリナシティかのやで

オープンまでおよそ一ヶ月というスピー

はワークショップを開催。まちゼミに参

移転のきっかけは、“ まちなかににぎ

ド感でした。なぜそれが実現したかとい

加したことも。人と身体に真剣に向きあ

わい活気を取り戻したい ” という想いで

うと、事務所を紹介したキタダサルッガと

う施術をぜひ体験してみてくださいね。

した。商店街組合に加入したことで、毎

商店街組合の対応の早さにありました。
濱川さんはこれが嬉しく、ご縁を大事に
しようと思ったんだとか。
また、
「まちなかへのこだわりがあったわ
けでもありませんが、ここを借りられたの
はベストな選択だった」と濱川さん。
「商店
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https://saruggalabo.org/

Hamakawa Body Works

年11月開催の秋まつり歩行者天国に参

鹿屋市北田町8-9

加。最近では「食と暮らしのマルクト @

（KITADA SARUGGA 2F）
☎︎ 090-4515-7558 要予約
9：00～21：00 要相談
不定休
hamakawabodyworks

おおすみ」にも出店しています。
まちなかに出店したことで「通りが明
るくなった」
「便利になった」と声が届く

はるんち
鹿屋市本町3-2（松屋ビル1F）
☎ 0994-36-8009
18：00〜23：00
（料理 L.O. 22：00／ドリンクL.O. 22：30）

不定休
harunchi_

Hotel&Hostel HARU
☎ 0994-36-8008
チェックイン 16：00～
チェックアウト ～10：00

そう。客層もグンと広がったといいます。

街をはじめ、知り合いが増えるスピード感

また、“ 大隅にもっと人を呼び込む手

が断然違う。ひとりで始めるのはとても勇

段として、気兼ねなく泊まれるホテルを

気のいること。でもここにいることで、人

作りたい ” との想いから同年11月には
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編集後記

まちなかは、新陳代謝している
街のにぎわいづくり協議会 まちなか紹介冊子

安土桃山時代から城下町が形つくられ
はじめた鹿屋のまちなか（中心市街地）。

ここ数年で、鹿屋のまちなかは、大きく
変化してきています。

まちなかから楽しむ、かのや暮らし

その後、市役所が置かれ、
バスセンターが

まちなかに20店舗以上のお店が、新しく

つくられ、大隅初のデパートが誕生する

出店したり、リニューアルしたり。本誌で

発行
街のにぎわいづくり協議会
事務局 鹿屋市北田町8-9

など、大隅半島の中心地として栄えてき

紹介されたお店のなかにも、これまでの

TEL

0994-45-6004

ました。※

やり方を変え、新たな取り組みに挑戦する

FAX

0994-45-6021

お店も増えています。

企画編集

しかし、そんな場所も数年前までは、
店舗数が最盛期のおよそ半分になり、

そして、これらの動きと呼応するように、

土地の価値も全国平均よりも高い下げ

まちなかに来る人たちの見方も変わりつつ

幅を見せていました。寂しい空気感から、

あり、来街者調査によると、まちなかに

新しいお店がなかなか増えず、老舗の

くる目的が「イベントから買い物」に変化

お店も後継者不足に悩み、若者のチャレ

し、商業的な賑わいが戻りつつあることが

ンジの場としてもハードルが高いエリア

感じ取れるようになりました。これまで

になっていて、
「街の新陳代謝が停滞して

取り上げられなかった観光誌にも取り上げ

いた」といっても過言ではない時期も

られる機会も出てきました。

ありました。

新陳代謝が加速し、さまざまなチャレン

そんななか、商店街の店主などを中心

ジがまちなかで起きています。本誌の内容

に、地域の若手や行政が協力し、さまざま

は、そのごく一部を切り取ってご紹介して

な取り組みを行なっています。チャレンジ

いますが、このページに乗り切らなかった

がしやすい場所として、街に対する期待

ものが多くあります。

感をあげるためのイベントや仕掛けを

「なんか、まちなか面白そうだね」と本誌

行い、新陳代謝を加速させる努力を重ね

を読んで感じた方がいらっしゃれば、是非ま

てきました。

ちなかに足を運んでいただければ幸いです。
※市役所は、平成 3年に移転。デパートは平成 6 年に閉店。
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日常が魅力的な街へ、

街のにぎわいづくり協議会活動紹介冊子編集チーム
市村 良平、川畠 康文、田尻 ゆう子、坪水 徳宏、
萩崎 江里佳、宮内 ありさ、山田 智之（五十音順）
デザイン
山下 真理（go-go-factory.）
写真提供
foo pictures
（p9_ 荒平天神、p23_3）
キタダサルッガ（p16）
中野 博志（p23_ メイン）

● 	 状況により店舗やイベントなどの営業日時が変わる可能性が
あります。
● 	 本誌は 2021 年 3 月時点の情報にもとづいて制作しています。

YouTube
かのやまちなか
チャンネル

鹿屋 大隅の
雑談情報
blog・さるっが
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街のにぎわいづくり協議会 まちなか紹介冊子

日常が魅力的な街へ まちなかから楽しむ、かのや暮らし

どんどん
面白くなる、
鹿屋のまちなか

Take Free

2021年3月 発行

