
昨年8月にオープンした「café DESERT MOON」さん。グリーンライン沿い、視界

がぽっかり開けて八ヶ岳がきれいに見える最高のロケーションに建っています。

シンプルで明るい店内と、大きな窓からの開放感あふれる景色に、一歩足を踏

み入れるだけでホッとできます。 

こちらで提供されているのは「ゆるマクロビ」ごはん。地場の野菜をふんだんに

使った健康的なランチが幅広い年齢層に人気のお店です。そして、もうひとつの

お勧めは、オーナーさんの自家焙煎による美味しいコーヒーです。オーナーご夫

妻は中東が好きで、よくご旅行をされていたそうです。店名のDESERT MOONは

「月の砂漠」。まさに砂漠に魅入られたオーナーさんならではのネーミングです

ね。ベドウィンと呼ばれる砂漠に住む遊牧民族は、訪れた人々を心を込めたコー

ヒーでおもてなしする文化があるそうです。そんな文化に心を惹かれ、ご自分た

ちもオアシスを提供したいという思いを込めて、丁寧に自家焙煎されたコーヒー

豆たちがカウンターに並んでいます。窓に向かったカウンター席もあり、一人で

ゆっくり景色を楽しみながらコーヒーを頂くのも良いです。肩の力を抜いて、ほっ

と楽しむ「ゆるマクロビ」と美味しいコーヒー。ぜひ堪能してみてください。 
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 よりカラーにてお楽しみいただけます。 

私が今、ハマっているモノは、ディジュリ

ドゥという楽器。世界最古の管楽器らし

く、豪州の先住民の宗教儀式やヒーリン

グなどで演奏されているようです。演奏は

ごく単純で筒状の棒を口元につけて唇を

振動させることによって音が出ます。初め

は思うように音は出ませんが、慣れてくる

と二つ三つの重なった倍音により不思議

なメロディになります。この楽器の面白い

ところは製造方法にもあり、ユーカリの木

をシロアリが食べて自然に出来上がるそ

うです。無理に自然を壊さず、よりナチュ

ラルなこの楽器、まさに電気や石油に依

存しない薪ストーブに少し共通点を感じま

した。ディジュリドゥや薪ストーブの様な、

先人達から引き継が

れてきた文化を今一

度見直し、向き合って

いく時代なのではない

か と 感 じ ま す。因 み

に、抵抗が無ければ

掃除機の筒でも似た

音が出ますよ。（笑） 

（文：望月） 

焔のゆらめきが、此の部屋に見られないと、今日一日が上

手く始まらない。黒のアンコールに火を入れ、首をすくめな

がらカーテンを開けると、そのには曾って経験したことのな

い雪景色が現われた。積雪70センチ、煙突から辷るように

流れ出す乳色の煙に、見事なまでに溶けこんだカラマツ林

が美しい。イチイの垣根が雪の重みで傾いてしまっている。 

「もしや……」と思い、急いで二階にかけ上り、冬の間は開

けた事のないログハウスの窓から、裏山の方を見遣った。

やはり心配していた通り、ヤラレてしまっている。あれほど頑

丈な柵は壊され、張り巡らされた網はメチャメチャに喰いち

ぎられて無惨だ。鹿どもはここ数日間、雪に閉じ込められ

て何も口にしてなかったのだ。履くものもそこそこ、マイナス

15度を指す戸外であることも、今年傘寿である我が身であ

ることも、すっかり忘れて外に飛び出した。そこには大事に

育てて来た自慢のイチイの植えこみを夢中になって貪る

十数頭の群れが鹿

特有の逃げの体勢

で、いっせいにこち

らをみているでは

ないか。 

 

  -つづく- 
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私に言わせて-!! 
New! 

K.Y：オリンピックと高校野球にはあまり興味がありません。 

テレビでほとんど観ていないので、特に印象なしです。 
 

K.N：ソチそっちのけで苗字の長い作曲家さん騒動に釘付け･･･。 

いえいえ、同世代の上村選手の笑顔にパワーをもらいました。 
 

A.Y：男子ハーフパイプ。パイプコンディションが悪いと言われる中、誰よ

りも高く飛ぶ平野歩夢選手。高難度の技を簡単に決め、金メダルでもお

かしくない完璧な滑りでした。 
 

Y.M：何といっても浅田真央ちゃん。ＦＳで見せた表情はスケート人生や

恩師への感謝、亡き母への想い。その涙に感動でした。 
 

N.A：フィギアスケートの浅田選手がフリーの演技を終えた時のあの表情

が印象に残っています。 
 

A.K：私もやっぱりフィギュア!!ＦＳの滑りがイマイチのまま五輪を迎え、正

直、あんな演技が観れるとは思っていませんでした。ＦＳ演技直後に見

せた真央ちゃんのあの表情、涙がこぼれました。 
 

K.H：ジャンプ団体で日本が銅メダルをとれた時が一番印象に残っていま

す。ケガや病気を乗り越えてのメダル。そしてレジェンド。すごかったー。 
 

A.D：開会式。イルミネーションと演出の華やかさが素晴らしかったで

す…というか開会式しか見れなかったんですけどね…（涙） 

STAFF ANSWER ABOUT THE TITLE 

LampLighter LampLighter 

☆両店共通 薪ストーブセール情報… 「Wood Stove スプリングフェア PART2」 が 4/26（土）よりスタート！ 

  消費税増税後、早くも薪ストーブセール開催決定!! 

  ご成約特典は、本フェア ＰＡＲＴ1で好評だったスペシャル3チケットをもれなく進呈します。 

  しかも今回のフェアでは、当社オーナーズカードメンバー様限定の特別割引もご用意しちゃいました!! 

  詳細は本フェアチラシをご覧ください。 

     フェア開催期間：2014年4/26（土）-5/31（土） 

 

☆原村店 雑貨セール情報… 「MOTTAINAI BARGAIN 」 が4/25（金） よりスタート！ 

  毎年恒例となりました、“MOTTAINAI BARGAIN –もったいないバーゲン-” 

  メーカー規格外となった所謂訳アリの品をお安くご提供させていただきます。 

  数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、お早目にご来店ください。 
 

 ■ゴールデンウィークの営業について 

  【原村店】 4/23（水）-5/12（月）の期間は休まず営業します。営業時間（10時-18時）に変更はございません。 

  【蓼科店】 通常通り水曜、木曜定休です。営業時間（10時-17時）に変更はございません。 
 

 ■本誌「Lamp Lighter」がプチリニューアル 

  ・新コーナー① 「ＴＨＥ 職人!!」 

   この仕事をしていると、大工さんや左官屋さんといった、所謂職人さんと一緒に仕事をする機会が多々あります。 

   本コーナーでは、そんな職人さんの中でも特に、「あぁ、いい仕事しているなぁ～」と思う方を紹介するコーナーです。 

  ・新コーナー② 「STAFF ANSWER ABOUT THE TITLE」 

      毎号ひとつのお題に対して、スタッフ各々に意見述べてもらうコーナーです。 

   難しいお題にもチャレンジしますので、珍解答を発見してもどうか温かく見守っていてください。 

  ・コーナー掲載枠拡大 「私に言わせて-!!」 

    マイブームやローカル情報などを掲載。以前の文字数では「書ききれない」 「拡大してくれ」との声があり、 

    今回より掲載枠を2倍に大きくしました。是非目を通してみてください。     



原因としては例年の積雪レベルの想定

をはるかに超えてしまったことに起因

し、施工時に万全な雪害対策を講じて

いなかったことがこの結果を招いてし

まったと判断できます。 

 次は煙突の一部が傾いてしまった、ま

たは煙突部材の一部がへこんでしまっ

たなどの事例になります。(具体的には屋根面から立ち上

がっている筒状の部分とその直上にあるストームカラーが主

になります。) 

こちらは最も多くみられる症状であるにもかかわらず、軽

微な破損ゆえ目視ではなかなか確認しにくいのに加えて、使

用上の問題が出てくることが少ないので破損に気付かない

ことも多いようです。とはいえ少なからず部分的に負荷がか

かったことによって傾いてしまった、またはへこんでしまった

わけですからその箇所から雨漏りが発生する可能性があり

ますので注意が必要となります。薪ストーブユーザーの皆さ

ん、普段はあまり気にかけない屋根上の煙突ですが、「ウチ

は大丈夫かな?」と思って注視してみてください。 

 

次回はこの主な2つの事例についての対策についてお伝

えしたいと思います。（文：中野） 

 2月に甲信地域を襲った大雪は記憶

に新しく、ここ原村地域でも1ｍ近くの降

雪があり、ビニールハウスやカーポート

の倒壊など各地で様々な被害がありました。 

薪ストーブ関連でいえば、やはり煙突の倒壊や破損する

被害が数件発生しており、春めいた4月に入ってもその対応

に東奔西走しているのが現状です。 

 そこで今回の薪ストーブ通信ではその雪害による煙突の

倒壊または破損した事例について二回に分けてお伝えした

いと思います。 
 まず第一回目は雪害事例として多かった二つの事例につ

いてお伝えしたいと思います。 

 まず被害が大きかった事例として煙突自体を屋根部から

丸ごと倒壊させてしまった例。こちらの事例では、症状として

室外部の煙突だけではなく、めくれ剥がすように室内の煙突

も外れて破損してしまっており、施工時に雪害対策を考慮す

る余地がない山梨県の温暖な地域で発生しているのが特徴

です。 

薪ストーブ 

通信 

 転地療養に山梨県へ移住して7年目を迎えます。標高760メートルの山中に住んでお

り、冬期は-10度から15度になる、乾燥寒冷の気候。もちろん主暖房は薪ストーブで、

40畳の土間に設置してあります。煙突をストレートに抜く事を前提に、垂木、母屋、梁の

欠損を最小限に、ビジラントを設置してもらいました。 

 僕の年間スケジュールは、薪ストーブが中心と言っても過言ではありません。当地

は、桧や杉の間伐材が豊富で、焚物に困る事は皆無です。広葉樹の良質な薪が欲し

い時もありますが…我慢しています。ストーブの稼働期間は10月末から翌年の5月末頃

迄であり、薪作りはヒマがあれば常時行っています。（大丸鎚とチェーンソー、クサビの3

つと、石頭が消耗品です。）2シーズン分の在庫が目標ではありますが、毎年4月にな

り、薪の残量を確認してホッと安心しています。 

僕の一番のお気に入りの使い方は、オキが程よく出来た状態で、太い広葉樹の薪を足

して、扉を開きガードネットをセットして、赤外線をダイレクトに感じられる様にする事で

す。栗の薪を入れるとパチパチハゼて、それもまぁ好きかな。 

 これは仕事上の体験でしたが、ハヤラナイ美容室の改装工事を依頼されました。薪

の入手が容易な所だったので、薪ストーブの設置を提案しました。集客が改善されなけ

れば責任をとるよと軽く言ったつもりが…何と従前の3倍以上の集客となったよと感謝さ

れ、ストーブ効果に驚かされました。赤いイントレピッドの珍しさもあったのです

が、炎の揺らぎが人を引きつけるのだと、人が人をまた呼ぶのだと、コミュニ

ケーションが生まれるのだと、不思議な善い体験をしました。 

 自然との対比が際立つ冬は、人間の原点回帰と言うか、自然の炎で暖を取

る、その幸福感を薪ストーブは、味あわせてくれます。炎の揺らぎを見つめて

いると気分が落ち着いて癒される、又、アイディアの閃きを感じる事がありま

す。 

 薪ストーブのある快適な冬の生活を維持できるのは、ストーブハウスのス

タッフのおかげです。レトロでウッディな雰囲気の建物、面白い雑貨や輸入菓

子、インテリアの書籍、文房具、CD、メンテナンス道具、斧、等々…美味しい

コーヒー。楽しませてくれます。感謝、感謝です。 

 

written by  白崎 嘉昭  さん 

僕と薪ストーブ 

信州材と自然素材にこだわり、日本古来の木組みの家である民家建築を手

掛ける八ヶ岳住宅工房の代表です。棟梁であるのは勿論のこと、設計からイ

ンテリアの提案までこなす建築のプロです。「自然素材の家には薪ストーブ」

と断言する松坂さんとは我々も長いお付き合いをさせていただいています。 

昨年に引き続き、本誌の表紙を描いてく

ださっている白崎さんは、本当に薪ス

トーブが大好き。店の薪ストーブに火が

入っている時と入っていない時の滞在時

間が違うんですよー!!（笑）  

こちらこそ感謝感謝です。（吉川） 

 

http://www.janis.or.jp/users/matuzaka/index.html 

●雑貨は原村店のみの取り扱いになります 

コクリコシリーズに新商品登場。優し

い雰囲気のひなげしの花が麻生地と

マッチ。保冷トートM（\3,024）やL

（\3,456）の他に、PVC加工を施したタ

イプもあります。 

夏のおでかけに欠かせない雨天兼用

傘。上品なパゴタ型で3デザイン入荷

しました。持ち手は竹。紫外線防止効

果の高いシルバーコーティングで、UV

紫外線を99%カットします。 

幸運を呼ぶとされているフクロウが陶

器製ソープボトルと歯ブラシスタンドに

なりました。清潔感のある真っ白のフ

クロウは、バスルームのインテリアに

ピッタリ☆是非ペアでどうぞ。 

人気シリーズ「ロルバーン」からポケッ

ト付きメモの縦型が登場。持ち歩き用

のメモとして最適な手の平サイズで

す。Ｍサイズはゴールド。ミニサイズ

はシルバーを展開中。 

鮮やかなカラーにスヌーピーとウッド

ストックのかわいいイラスト。ファイ

ヤーキングのようなアメリカンヴィン

テージデザイン。割れにくいため、お

子さんのコップや洗面所にＧＯＯＤ!! 

旅行などに重宝する折りたたみトー

ト。折りたたみトートとは思えない高級

感のあるシュリンク革のファスナーを

開けると大きなナイロントートに変身!!

外側の革が底になります。 

定番ブランドCHUMSより厚手でふわ

ふわ、履き心地抜群のミドル丈ソック

スが入荷しました。ツートンカラーと足

首のボーダー柄がポイント☆ 

2サイズ、4カラー展開です。 

小ぶりのトランクのように持ち運んで

手軽にバーベキューが楽しめるコンロ

です。レッド、ブルー、イエローの3カ

ラー入荷予定。夏のイベントをワクワ

クさせてくれますね。 

ー 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

 

おもわずクスり、魚の形をした綺麗な

色のEVA樹脂製のサンダル。ベラン

ダに、お風呂に、海に、いかがです

か？「捕ったどー」と言いたくなるよう

なネットの巾着に入ってます♪ 

5月下旬入荷予定 

5月下旬入荷予定 


