
自家製豆腐はもちろん、湯葉や豆乳などをビーナスライン沿いで販売してい

る“ゆば工房蓼科びーんず”さん。待望の直営レストランが最近オープンした

との情報をキャッチしたので、下調べしてみると…そこは豊平の森の中に

ひっそりと佇む隠れ家的古民家カフェで完全予約制とのこと。早速予約して

向かってみるも下菅沢公民館の近くとのことでしたが辿り着けず…電話して

迎えに来てもらっちゃいました。古民家ならではの落ち着いた雰囲気がすご

く良くて、聞こえるのは風の音や虫の声だけ。料理はヘルシーで濃厚な湯葉

や豆腐。写真は2000円コース。三元豚とお刺身湯葉の豆乳寄せは、濃厚で

飲んでもおいしい豆乳でした！地場野菜を使った焼

き物に、自家製胡麻豆腐、ご飯は日替わりでこの日

は青じそとじゃこの混ぜご飯、コリンキの漬物は初

めての味でした。ゆっくり、のんびり食事を楽しみた

い方は是非予約してみて下さい！お土産に湯葉や

豆腐も購入出来るそうです。気さくな店主に詳細を

聞いてみてはいかがですか？ 
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■本誌のバックナンバーは当社HP（http://www.stove-house.co.jp） 

 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ものは、巷でもブー

ムになったグリーンスムージー。 

見た目は緑色で青汁のようですが、味は

飲みやすいどころか美味しい！ 

健 康＆美 容＆ダ イエットの 為 に毎 朝

500ml飲んでいます。グリーンスムージー

は緑の葉野菜と果物と水をミキサーで混

ぜるだけ。チョイスする果物や野菜によっ

て味は様々、作り方も簡単で、飽きっぽ

い私にでも楽しく続けられています。 

夏はスイカが私の中のベストスムージー

でした！スイカとキウイ、バナナ、レタス

に水を入れてミックス。レタスの苦味はな

く、サッパリとした夏らしい味になりまし

た。スイカは、種を

除いて、皮ごとカッ

トして入れても◎。

不足しがちな食物

繊維を豊富に摂取

で き ま す よ。秋 は

柿やぶどうでも試

してみたいと思い

ます♪（文：原田） 
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私に言わせて-!! 
New! 

K.Y：地震の時に簡単に消火出来るような物。 
 

K.N：「その薪は生木です。」「もう少し温度を上げてください。」「焚き

方上手ですね♪」と適切な使用状態を(カワイイ女性の声で…)知ら

せてくれるカーナビならぬ“ストナビ”?! 
 

A.Y：ストーブの気密性を高めるガスケットロープの交換に使う耐火セ

メントって固くて扱いにくい!!修正テープのような耐火テープがあった

ら、もっと手軽に確実にロープの交換が出来るハズ☆ 
 

Y.M：“蓄熱発電機”ストーブ周辺に置いておけばストーブの熱を蓄熱

して発電する事ができる。ソーラーパネルの蓄熱発電バージョン! 
 

A.K：“スケルトンハースゲート”鉄や木の柵だとどうしても薪ストーブ

が見えにくい。熱に強い透明素材でハースゲート作れないかな… 
 

K.H：“自動煙突掃除ブラシ”安全に手軽に掃除。カメラ付きで内部も

撮影できたら、今後のメンテナンスや焚き方の参考にできそう。 
 

E.H：“煙突掃除ロボット”ブラシがついた空飛ぶ円盤型で煙突内に入

れるだけ!!回転しながら上下に浮遊して、ススを落としてくれるもの。 

STAFF ANSWER ABOUT THE TITLE 

此の年齢（80才）になるまで、出遭ったことの無い「蛾」が2

匹、向かい合って、塗りかえたばかりのテラスの柵に確りと

貼り付くようにしがみついていた。7月7日の屋外は、台風8

号の来襲を翌日に控えて、昨日も今日も降り続いている。

予定していた畑の草刈りは中止にして、今日は私の休日、

それにしても見事なまでに美しい「蛾」である。白色のビー

ドロの翅に金色と茶色と朱色の斑点、カッと見開いた瞳に

見える黒の丸印が翅の中心でこちらをいるかの様だ。 

この雨の中、さぞかし寒いだろうと思って息を吹きかけて

みたが微動だにしないで頑張っている。そこで古くて頑丈

なコウモリを探し出して来て、柵の支柱に確りと結えつけ

て、硝子越しに、ＴＶを観ながら美しい「蛾」を観察し続け

たのである。夕刻近く家の前に立ちはだかるカラマツ林が

大きく波立ち始めた。固く結えつけたコウモリはそれでも

しっかりと「蛾」に降りそそぐ雨を受け止めて呉れている様

である。 -次号へつづく- 

 

LampLighter LampLighter 

☆当社オリジナル 片田好美2015年カレンダー 発売！ 
 毎年ご好評をいただいております当社オリジナル 片田好美2015年カレンダーが完成しました。 

 今回も季節にあった動植物が描かれたA4サイズの中綴じ冊子タイプの壁掛けカレンダーです。 

 冊子を開いた状態（A3）で壁に飾ります。販売価格は1冊600円（税込）。   

 詳しくは店頭または当社HPにてご確認ください。 
 

☆原村店外テント WHITE HALL社 在庫処分セール10/4（土）から開催！ 
 アメリカにあるエクステリア・デコレーション用アート・メタルの老舗ホワ

イトホール社の製品が残念ながら輸入終了となりました。そこで原村店

外テントにて在庫処分セールを開催。 

当社にある在庫限りとなり、文字入れ等ご注文はお受けできませんが、

高級感そして耐久性のある鋳物の風見鶏やオーナメント、日時計など

掘り出し物があるかも!! 

是非原村店にご来店の際は、外テントをチェックしてみてください。 
 

☆両店共通 薪ストーブセール 「Wood Stove オータムフェア」 開催中です！ 
 バーモントキャスティングス アンコール#2550モデルを手に入れる最後のチャンスです。 

 しかもお得に設置できる最大のチャンス到来です!! 

 本フェアのご成約特典は、薪ストーブライフをサポートするスペシャルな3枚のチケット。 

 更に本フェア目玉であるアンコール#2550モデルには、ご希望のお客様に、トップローディングには欠かせない 

 ウォーミングシェルフを本フェアに限り2枚（43,200円）まで無料にてセットさせていただいております。 

 本フェアチラシにて詳細をご確認ください。 
.  
■Owner’s Card Member Information 

 JFM企画「第6回炎のマイスターが選ぶM級グルメプレゼント」キャンペーン 

 今年も14のストーブ屋が厳選した全国のうまいものが当たるキャンペーンを開催します。 

 キャンペーンチラシをご確認の上、専用応募ハガキにてエントリーください。沢山のご応募お待ちしております。 



付近の電気コードが黒く焼け焦げていた…などが挙げられ

ます。なお各メーカーからの報告では落雷による何らかの煙

突被害で人的被害は報告されていませんので、それを聞け

ばホッとしますが、煙突は屋根から突き出ている事が大前提

となりますので、避雷針の役割を担ってしまう可能性がない

とは言い切れません。しかも落雷によって流れる高電流は

億ボルトになりますので、万が一のことを考えると「ウチは大

丈夫だろう。」と安心は出来ません。 

 竜巻は家をも吹き飛ばすエネルギーゆえ煙突単体どころ

の問題ではないのですが、落雷に関しても自然現象ゆえこう

すれば絶対に大丈夫、という解決策はないのが現状です。

(屋根上に避雷針を設けたり、地中にアースを設置するなど

の対策はあるようですが、その効果のほどは分かりませ

ん…)。何よりも煙突に雷が落ちる可能性があるという事実だ

けは知っておくことが大事ですね。 我々も屋根上

での～んびり煙突掃除なんて言ってられません。ゴ

ロゴロ…ときたらすぐに作業中断です!! 

 ちなみに実例に基づく専門家の見地で

は雷が落ちる大半は地中にアースがとっ

てある電柱に落ちるようなので、煙突に

落ちる可能性は限りなくゼロに近いとの

ことです。（文：中野） 

今春に関東甲信越を襲った豪雪被害は

記憶に新しく、前回紹介したような煙突

倒壊の被害が多くみられましたが、夏か

ら秋にかけての薪ストーブを使用しないシーズンオフにも何か

と異常気象がつきまとい、これまで夏の災害の代名詞であっ

た台風だけでなく、地域が限定される災害として集中豪雨や

落雷、竜巻などが目立つようになりました。 

 我々ストーブ屋のシーズンオフの仕事といえば、まさに屋根

上にあがって、汗まみれの煙突掃除がメインとなる訳ですが、

作業中に何やら怪しげな雲行きと、遠くでゴロゴロ…という音

を耳にすると、最近のニュースなどでも良く取り上げられる落

雷のことが頭をよぎります。 

 「雷は高いところに落ちる…」「煙突が避雷針になる??」そん

なことを考えてみると、煙突に雷が落ちる可能性はゼロではな

いのかも…と思い、早速リサーチをしてみると、やはり事例は

ありました。被害としては煙突に雷が落ち、その高電流が煙突

をつたって薪ストーブとそのステージである炉台全体に閃光

が走った…、爆音とかなりの衝撃とともに気づいたらストーブ 

薪ストーブ 

通信 

 「いっそのこと一年中寒くなってしまえば」「地球温暖化ならぬ“地球寒冷化”してしま

えば」。そこまで思わせるくらいの魅力が薪ストーブにはある。だから薪ストーブを使っ

ていないこの時期は、“ちょっと淋しい”のが「薪ストーブユーザーあるある」の一つ。 

妻からの「薪ストーブにしたい」という提案と、特にこだわりのなかった私の「まあいい

んじゃない」程度から始まった我が家の薪ストーブライフ。それからというもの、木が倒

れているのを見かければ「いい薪になりそうだなぁ」と思い、

煙突がある家を見るたびに「薪はどうしているのかな？」と

勝手な心配をし、そして何かちょっとした山を見つけると、

宝の山を見つけたとばかりに「薪の山じゃないか？！」と錯

覚してしまうほどに“薪”＝“薪ストーブ”を中心とした生活が

現在進行形で行われている。 

「薪ストーブの魅力」は何と言ってもその“暖かさ”。家庭内

格差（妻；寒がり、自分；暑がり）がある我が家の室内は、冬でも夏と変わりがないくら

い熱帯ではあるが、その暖かさは、石油ストーブや電気ストーブ、そして太陽ともまた

違った暖かみであり、少しも不快ではない。そんな中で、室内のどの部屋でもTシャツ

一枚で過ごせるのは幸せなことなんだろうなと感じる。そしてその暖かさにより「夏より

も洗濯物が良く乾く！」のも生活している上でとても幸せなことだと感じている。オフ

シーズンは淋しくはあるが、忙しく、そして違う楽しみがある時期でもある。薪を作り、

煙突の掃除をし、ストーブのメンテナンスをする。

まだまだ新米の私たちはメンテナンスを「ストーブ

ハウス」さんにお世話になっているが、無理なく安

全にと考えると、こういった薪ストーブライフの仕

組みも十分“アリ”なのではではないかと思ってい

る（もちろんある程度は自分でできるのが一番良

いと思うが）。そしてこれからも薪を中心とした我が

家の生活は続いていく・・・。 

 

written by  宮下 修 さん 

薪ストーブ 

笑顔の絶えない賑やかな宮下様ファミ

リー。毎年メンテナンスでお邪魔させて

いただいておりますが、その度にいつも

パワーをもらっています!! 

これからも末永いお付き合いを宜しくお

願いします。（中野） 

 

小さな大工工事から一般建築、土木までなど何でもこなす地域密着型、自社施工

を得意とする茅野市にあるライフツールの代表です。若さ溢れるパワーと気さくな人

柄も相まって、いつもお客様からの声が絶えません。これからも建築分野でのお手

伝いを宜しくお願いします。ちなみにライフツールは別部門にて耕作放棄地の改善

にも積極的に取り組み、農業法人としての顔も持っています。素晴らしい!! 

●上記価格はすべて税込み価格です。雑貨は原村店のみの取り扱いになります。 

全長29㎝のBIGなボールペン。持って

いるだけで注目度UP!!もしかしたらい

つもより達筆な文字が書けるかもしれ

ませんよ。クリスマスのおもしろプレゼ

ントにもオススメ。青色のインクです。 

ヒマラヤ山脈からやってきた岩塩プ

レート。薄いので割れやすいですが、

火にかけたプレートの上で肉を焼いた

り、冷やして魚介サラダを盛ったり☆ 

使用後は調味塩として使えます。 

アンティークショップで見つけた様なデ

ザインのブリキ製ポスト。シンプルな

がら味があります。手前下部には新

聞をはさむ事が出来、中にはA4サイ

ズの書類が入ります。 

1合炊き用土鍋で毎食炊きたてご飯

はいかがですか？水量目盛つき。食

べきれなかったら、再度火にかけてお

じやにするも良し、電子レンジOKなの

で、土鍋ごと温め直しも出来ますよ。 

dyed独特の色合いが素敵なショル

ダー。女性の体とのバランスが丁度よ

いサイズです。カラーは画像のキャメ

ル、ブルーの他、カーキ、スモークブ

ラックの4色。内ポケット付き。 

どこか懐かしいデザインのホーローケ

トル。持ち手もホーローにこだわり、薪

ストーブの上でも安心してご使用いた

だけます。黒と茶はマット仕上げ。緑

と白は光沢仕上げになっています。 

ツィード生地とボーダー柄のティッシュ

ケースは、シューズやコスメ入れにも

使えるマルチなケースです。Wファス

ナーで両サイドに大きく開けることが

でき、取っ手（持手）も付いています。 

無着色、無香料、防腐剤未使用のノ

ルウェー製ワセリン。黄色のカワイイ

缶も人気の理由。その人気のワセリ

ンに限定青色缶が登場!!通常デザイ

ンとリップバームも同時入荷予定。 

ー 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

クラシックなピアノのオブジェは、ゼン

マイを巻くとクリスマスソングが流れ、

スイッチを入れるとLEDが点灯してツ

リーが回る仕掛けのオルゴール。単3

電池1個をご用意ください。 

10月中旬入荷予定 

ﾌﾞﾗｯｸ ﾊﾟｽﾃﾙｸﾞﾘｰﾝ ﾌﾞﾗｳﾝ 

ﾎﾜｲﾄ 

曲名：We wish you a merry Christmas 

11月上旬入荷予定 
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11月上旬入荷予定 

11月上旬入荷予定 10月下旬入荷予定 


