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小さな仲間たち

北杜市在住 ミニチュアダックスフンド

山口 ナナ

ちゃん 5歳

ヨーグルト仕立てのささみ
マンゴー入り 263yen

※詳細は電話やHPでご確認ください

冬の乾燥とG.Wの疲れでガチガチになったお肌とココロのケアをしたい
と思っていた頃、馴染みのお客さん、秋岡さんが来店･･･Good Timing！
取材と言いつつ、ほぼ自分の為にサロンへお邪魔してきました♪
2010年10月にスタートした自宅サロン「ametrine.アメトリン」。今回はアメトリ
ンのスタンダードコース「アロマボティ90分」を体験。ゆっくりと丁寧なカウンセリン
グとオイル選びにより、初めてでも安心して施術を受けることができました。秋岡
さんって凄腕の持ち主！体の疲れをその部分だけのものではなく全体のバラ
ンスとして捉えていて、整体の手技をベースにした波のようなリズムの深部にま
で届くストロークにより自分でさえ気付けていなかった
頑固な疲れもどんどんほぐれていくのがわかりました。
「ちゃんと私の事をわかってくれているからお任せしよ
う」という気持ちになったのは久々でした。女性の皆
さん！気になる方は、是非アメトリンHPで詳細を
チェックしてください。オススメのサロンです。

グリルでナンを焼き、数種類のカレーを温
め、ホットケーキを焼く･･･キッチンでは簡
単なこと、野外でやらなくていいことを野外
で時間をかけてやることにハマってしまっ
ています。次は何をしよ
うか考えるのも楽しみの
1つです。気持ちのよい
季節になりました！皆さ
んも是非、キャンプやＢ
ＢＱ、野外料理を楽しん
でください。（文：小林）

STUFFROOM

☆オリジナルストーブグローブ新発売！
〜スタッフの本性を暴け！〜

お面の露店の前を通りかかりました。オーソドックスなライ
ンナップに童心に戻ったあなた。選んだお面は次のどれ？
①：ひょっとこ（おかめ）など人の顔
③：動物系
②：アニメのヒーロー（ヒロイン）物
④：ゾンビ系
スタッフの
回答は…

K.Y : ③ K.H : ② K.N : ① M.I : ②
A.K : ④ K.H : ② K.K : ③ A.A : ①

がわかるそうです

私（現在78才）がまだ子供の頃のハナシである。
穫り入れも一段落してホッとする暇もなく、私の母は溜まり
に溜まった疲労に依る歯痛によく泣かされていた。
今でこそ茅野市には、20軒にも及ぶ歯医者さんが在るけ
れども、その頃には数軒しか無かった。腕が良いと評判の
歯医者さんなどに電話を入れると「来年の正月過ぎになり
ますが・・・」と返事が返って来るのが当り前の時代でした。
交通事情もままならぬ当時のことでしたから、自分の家で
素人が応急処置を施さなければならない。そこで父は苦し
む母を見ておられずに、やおら囲炉裏端にあった火箸に
親指大に切った牛蒡の芯へ火箸を縦に突き刺し、その先
端を真っ赤に焼けたオキの中へ･･･くべた。
「さぁ･･･覚悟して・・・口を開けて･･･絶対閉じたらいけない
ぞ･･･」と云うなり、焼けた火箸
の先端を虫歯の穴の中へそッ
と入れた。かすかに白いけむり
が上がり、腫れ上がっている歯
の神経を一瞬に焼き切って終っ
たのである。
随分と無茶な荒治療ではあった
が、翌朝は元気に畑で草を取っ
ている母の姿があった。

Summer

私に言わせて！

深層心理的に見たもう一人の自分

山の便りwritten by 矢崎源吉 さん

Vol.54

Lamp Lighter

①ひょっとこ（おかめ）など人の顔･･･オトナ度90点。どんな顔であれ、「人」の顔を
選んだあなたは自分を客観視できる人。ただしお面は現実の顔の裏返しですよ。
②アニメのヒーロー（ヒロイン）･･･オトナ度70点。ヒーローは子ども世界におけるス
ターであり、主人公。子どもの頃の正義感を持って現世で戦っているオトナです！
③動物系･･･オトナ度30点。自然界に生きる動物を選んだあなたはピュアな面を
多く持った人。無邪気で今でも正直に気持ちを出すことが多いのでは？
④ゾンビ系･･･オトナ度50点。死後、現世に現れるゾンビは、ある意味、人恋しさの
象徴。また外、内面のギャップを意味します。一見オトナっぽく見えても実は･･･。
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Stove House

季刊情報誌

JUL. 2012

ナナちゃんのような小型犬
にも与えやすい一口サイズ
のおやつ。
熱や酸に強い
乳酸菌が生き
て腸まで届きま
すよ♪

この心理テストは

諏訪郡富士見高原 TEL:080-6521-1122 HP:www.ametrine.jp

パパとママは
甘え上手のあたしに
ぞっこん♪美味しいもの
食べ過ぎちゃって
最近ちょっと太り気味。
只今ダイエット中よ〜

他社のグローブに劣らない高品質でありながら、リーズナブルな価格を実現でき
たのは当社オリジナルだからこそ！全米の溶接業界などから圧倒的支持を得て
いるテキサスにある会社のグローブにシルクプリントを施しました。

オリジナルストーブグローブ各3,980円（税込）
カラー：ブラック、オレンジ / サイズ：フリー

☆今年もやります O BON DA BARGAIN in 原村店 開催決定！
2012年 8月11日(土)- 8月20日(月)
今年もファッションアイテムが買えば買うほどお得になるセールを開催します。
1着だと30%OFFの対象商品を2着まとめると40%OFF！
3着以上まとめるとなんと50%OFFに!!
夏物衣類だけでなくオールシーズンのラインナップです。お楽しみに･･･♪
※まとめ買いとは1回のご精算に対して有効です。
※対象商品には専用タグがついており、そのタグがついている商品同士のまとめ買いが対象です。

☆原村店外テント古着コーナー 2012年8月31日（金）まで セール開催中！
激安usedＴシャツ(315円)を4着まとめてご購入いただくとレジにてJUST1,000円にしちゃいます。
部屋着用、外作業用にとＴシャツは何枚あっても困りませんよね。是非この機会にお買い求めください。
その他の古着（Ｙシャツやジーンズなど）もまとめ買いセール開催中です。ご来店の際は激安テント要チェックです!!
※まとめ買いとは1回のご精算に対して有効です。

発送元

ストーブハウス原村店
〒391-0104

長野県諏訪郡原村5252-1
TEL:0266-79-6378/FAX:0266-79-6375

●季刊誌 Ｌａｍｐ Ｌｉｇｈｔｅｒ のバックナンバーは、当社HP（http://www.stove-house.co.jp）にてカラーでお楽しみいただけます。
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☆夏期営業日のお知らせ

→両店舗共に営業時間 (10時-18時) に変更はございません。

【原村店】7月11日(水)- 9月3日(月)は休まず営業いたします
7/10(火)の定休日後、9/3(月)まで無休にて営業、9/4(火)より、また火曜定休に戻ります。
【蓼科店】8月15日(水)、16日(木)は営業、8月17日（金）が振替休日となります
お盆の週以外は通常通り、水、木曜定休となっております。宜しくお願い致します。

なるほど
なるほどQ&A
Q&A
薪ストーブ
通信

- メンテナンス編 ソノ弐
ソノ弐-前回に引き続き、皆様よりよくいただく
質問にお答えいたします。

Q3 煙突掃除は自分で出来るのか？
出来ます。屋根上からと室内から行う2つの方法があり
ます。屋根上は高所作業となりますので、十分な安全対策
をして下さい。室内からは、自在式の煙突を外し、袋を取り
付けます。（専用の掃除袋も販売しております。）
いずれの場合も引き返すことなく一方向へ専用ブラシを
進め、突き当たったら、また一方向
へのみ引き抜いていきます。1〜2往復
で済むでしょう。専用ブラシは煙突の径
にピッタリ合ったものを使いましょう。
ブラシに取り付ける棒（ロッド）も1本1m
ですので、煙突の長さに合わせて用意
できます。

Q4 薪ストーブ廻りにアスベストを使っているのか？
いいえ。製品にアスベストは使用されておりません。ドア
などに付いている、気密性を高めるガスケット（グラスファイ
バーロープ）は、ガラス繊維です。安心してお使い下さい。
Q5 薪ストーブの扉パッキンの交換時期は？
まず見ていただいて、ホツレや切れ、欠損
があったら交換です。
また、触ってみてカチカチに固く
なっている場合も交換した方が
良いでしょう。扉の気密性が悪い
と薪ストーブが過剰燃焼となり、ス
トーブの破損や薪の燃焼が早くなってしまいます。
早めの交換を心掛けましょう。
Q6 煙突から鳥が入ってしまいます。どうしたらいいの？
煙突出口に防鳥アミを取り付ければ解決します･･･が、ア
ミを取り付けたまま薪ストーブを使用するとアミにススがつ
き、ストーブが燃焼しなくなり、真冬にアミを掃除することに
もなりかねません。1〜2回鳥が入った場合は、迷い込んだ
可能性があるので、アミをつける前に様子を見ていただい
てもよいでしょう。
（文：兵藤）

室内用煙突掃除袋 ￥3,990（税込）

GOOD JOB!!

ｰ 季節にあった旬な雑貨をご提案 −

Baby UV
UVスカーフ
スカーフ
ホワイト（海柄）・レッド（いかり柄）

各1,890 yen

散歩やだっこしている時など首や背中
は紫外線にさらされています。UVカッ
ト加工を施した夏らしいマリンテイスト
のスカーフで赤ちゃんを紫外線から守
りましょう。

NOTICE キッチンタイマー
アップル・エッグ 各 980 yen

LOOK TAG !

ゼンマイ式の60分キッチンタイマー。
ナチュラルウッドのやさしい雰囲気と
コロンとした形でインテリア性もＵＰ。
暑くて嫌になる夏の家事を楽しく、そし
て少しでも短くするアシスタントに。

クレヨンやマッチ、ツールなど、とにか
くちっちゃくてかわいい付箋たち。
メモを残すだけでなく、フォトアルバム
や手紙のワンポイント、秋の読書タイ
ムにはシオリにしても良いですね。

各380 yen

9月上旬発売

上記、薪ストーブ通信でも少しふれていますが、こちらが安全に手早く、汚れを最小
限に抑える、煙突掃除をする為だけに作られた専用の袋。室内の煙突にマジック
テープ付きのバンドで確実に固定でき、煙突径にしっかりフィットします。また側面の
ブラシ差込み部分は収縮性に優れた素材を使用し、作業中にススが漏れない工夫
をしています。取付け・取り外しがとても簡単で繰り返し使えるのがＧＯＯＤ!!

薪ストーブに初めて出会ったのは、今から9年前のことです。結婚して間もない
頃に、雑貨好きの奥さんに連れられて、ストーブハウス蓼科店に入ったときのこと
でした。火の入った暖かい薪ストーブ、さらには斧やダッヂオーブンなどすべての
ものが新鮮に映り、一瞬にして虜になってしまいました。
我が家を新築するにあたって、主暖房は絶対に薪ストーブと決めていたので、
家のプランニングの段階から、ストーブマンの中野さんにはいろいろとアドバイス
を頂き、タイル貼りの炉台にアンコールの組み合わせで決まりました。こうして昨
年12月にログハウス、薪ストーブ、森暮らしを手に入れることができました。
いざ、薪ストーブを使ってみると、なかなか温度が上がらない、ガラスが煤で黒く
曇ってしまう、太い薪にうまく火が燃え移らないなど、いきなりの壁にぶち当たって
しまいました。そんな試行錯誤の数日後に、中野さんが見に来てくださって、「熾
きが少ないよ。火床全体に熾きを作ってくださいね。」と的確なアドバイスを頂き、
さらには、原村店に足を運んで実演でストーブの焚き方をじっくりと教わるなんて
こともしました。その結果、これまでの焚き方とはガラッと変わって、家の隅々まで
暖かくて快適なストーブ生活を送ることができました。

薪ストーブ１年生

Brich
Brichシリーズ
シリーズ
スープボウル 1,800 yen 他

クリームサボン 80g
80g（約
（約25
（約25回分）
25回分）
ローズ・エメラルドマリン 各2,310 yen

COLOR HANDLE マグ アンカー・
アンカー・H&B
H&B
サイズ：直径
サイズ：直径8.5
8.5×
8.5×H9 ㎝ 各997 yen

フィンランドではプレゼントされると幸
福が訪れるものと言われている白樺
の木を使用したシリーズ。
スープボウルの他にカップS（¥800）、
M（¥1,200）、L（¥1,600）があります。

海洋深層水由来の水と8種類の植物
エキスを配合した洗顔用生石けん。と
ろ〜っとしたクリーム状の石けんを泡
立てるともっちり弾力ある泡になり、
しっとりふっくらした肌へ導きます。

ワンポイントのシンプルマグ。シンプ
ルながら、水色×赤色、紺色×黄色
など、マグと持ち手との配色がとって
もオシャレ。丁度良いサイズです。秋
冬のＭｙマグにいかがですか？

温湿度計（壁掛けタイプ）
ピンク・ホワイト・グリーン 各1,575 yen

グリオバック サイズ：約
サイズ：約W35
W35×
D9×
×H41(24) ㎝
W35×D9
レッド系・ピンク系 各980 yen

南部鉄器 オイルポット ストーブ
サイズ：約
サイズ：約W11.5
W11.5×
D12×
×H17.5 ㎝ 9,450 yen
W11.5×D12

電池いらずのバイメタル方式の温湿
度計。シンプルで表示が見やすく飽き
のこないデザイン。暑い夏を快適に、
そしてエコに過ごすための環境作りの
第一歩です！

天然素材シーグラスで編まれた涼し
げな夏カゴ！Ａ4横が納まるサイズで
ありながらマチが9㎝とスリムで、お出
掛けに丁度良い感じ♪夏の暑さを元
気に変えてくれそうな2カラー。

昔懐かしのだるまストーブの形をした
鋳物製アロマポット。上皿に水と数滴
のアロマオイルを入れ、下でキャンド
ル を 灯 す と オ イ ル が 揮 発 す る仕 組
み。お祝いギフトにも良さそうです。

written by 村木 勤恭 さん

また、私にとってストーブ生活の楽しみが薪作りです。一年に使う量の半分は原
木で購入して、残りの半分は森に入って間伐材を頂いています。薪作りは大変な
作業ですが、庭に徐々に積み上がっていく薪を見ていると「これで今度の冬も暖
かく過ごせるなぁ」と幸せな気分になります。
今年の冬は、薪ストーブを暖房器具として使いこなすだけで精一杯でしたが、ス
トーブ料理やシーズンオフのメンテナンスなど、身に着けたいことが山ほどありま
す。まだまだ薪ストーブ1年生の我が家ですが、いつかは何でもこなせる『ストーブ
マン』のようになりたいです。

（付箋）

いつも笑顔が絶えない村木さんファ
ミリーはどんな事にも意欲的です。
薪ストーブに限らずガーデニングに
も熱心に取り組んでいるようで・・・
今度近くを通った時に覗かせて下さ
いね！（スタッフ：中野）

●雑貨は原村店のみの取り扱いになります

