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健康によく、手軽に使えるジンジャーシ

ロップにハマっています。生姜は熱を

加えることで、体を温める力などがより

強力な成分へと変化するので、じっくり

煮詰めたシロップは効果的な摂取方法

だそうですよ。 

我が家では水を一切使わず生姜、黒

糖、さとうきび、カボスのみで作られた

長崎県産生姜シロップを愛用。濃縮さ

れた味が◎。最近のお気に入りはアイ

スクリームにかけて食べること。少量

かけるだけで濃くが出て、甘酸っぱくな

り美味しい！ヨーグルトにかけても合う

ので朝食にもｇｏｏｄ。今冬は自分でも

手作りシロップを作り、新たな組み合

わせを見つけたいです♪（文：伊藤） 
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私に言わせて-!! 
New! 

K.N：白い息を吐きながら汗だくになりながらの薪作り。 

薪作りの後の温泉がまたたまりません。 
 

Y.M：寒い季節は露天風呂です。暑い夏とは違い、ゆっくり浸

かる事が出来る。星を見ながら露天風呂で一杯。雪見温泉な

んてのも最高！ 
 

A.E：暖かな家の窓越しに雪が深々と降る風景を眺める。特に

橙色の外灯や水辺とか良いですね～。ただ、インドアの私は

いつの季節でも屋内に居るのが好きですが…（苦笑） 
 

E.H：雪が降ったら雪山へ！スノーボードが私の冬の楽しみで

す。スノーボード後の温泉＆焼肉も最高です♪ 
 

R.I ：“こたつでアイス”が定番です。暖かいこたつでぬくぬくし

ながら食べるひんやりアイス…。至福のひと時です！ 
 

K.Y：暖かい地方へ旅行。 
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近年人気のパンケーキが富士見町でも味わえるとの情報をキャッチ。下調べし

てみると、パスタ＆パンケーキのお店発見。2013年にオープンした“悠流 Cafe

(ゆるかふぇ)”さんへ行って来ました。 

今回は「季節のパンケーキ（790円）」とお好みのパスタ、デリ付きのサラダプ

レート、ドリンク、デザートがついた「ゆるカフェセット（1400円）」を注文し信州き

のこのトマトクリームパスタをチョイス。自家製麺のモチモチ食感の生パスタに

濃厚ソースが絡んでとても美味！粉、塩、オリーブオイル、卵だけで打っている

そうです。ちなみに店長さんのオススメは「地元の鹿肉のボロ

ネーゼ」だそうです。そして気になっていた人気のふわふわパ

ンケーキは、かぼちゃクリームと生クリームがたっぷり！ふわ

ふわしっとりの生地がクセになりそう!!生地にはメレンゲがたっ

ぷり入っていて、注文をうけてから銅板でじっくり焼き上げるそ

うです。レジカウンターでは、姉妹店“ぱん・パ・パン”さんのパ

ンも販売中。こちらの一番人気は「ソフトカンパーニュ（280

円）」だそうですよ。皆さんも悠々流れる時間を是非♪ 

 

 【偶然の出会い】 

薪ストーブの生活にはあこがれるものの幻想程度であった。

ただ都会より田舎で暮らしたいとは思っていた。偶然にも富

士見に住むことになった。手頃の古家があったからである。囲

炉裏や古いアラジンを使ったが寒い。Vermont Castings

は偶然に知った。その製品は価格が難点だが性能諸元とい

い容貌といい、なんとも味わい深い。その代理店がなんと隣

村にある！早速行ってパンフレットも貰った。帰ってウラ面をよ

く見ると展示実演品半額セールとあるではないか！翌日早

速申込み、希望者多数のジャンケン抽選を乗越えて取得が

決まった。受入れ体制作りが大変だったが冬到来前に火入れ

が出来て以来、幾度の寒波を共に乗り越えて来ただろう。こ

れまでの来し方を思うと単なる偶然の重なりでない不思議さ

を 感 じ る。こ の 顛 末 を 思 う と き、セ レ ン デ ィ ピ ィ テ ィ

(Serendipity)という言葉が思い浮かぶ。偶然からモノを見

つけだす能力と説かれるが、それは能力というよりは或る目

的意識、審美観をもって生きることでもたらされる出会いや

出来事遭遇の可能性の高まり
- - - - - - -

、あるいは 

成るべくして成るコトが機縁に応じて潜在 

から顕在化する因縁のように思われる。 

読者各位の人生回顧でもウムウムそんなこと 

あるなぁと合点されることあるのではなかろうか。 

■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。 

LampLighter LampLighter 

HAPPY 

福 袋 

☆両店共通 薪ストーブセール情報 2016年1/2（土）より “WOOD STOVE NEW YEAR FAIR” スタート！ 

  2016年初のセールでは、なんとV.Cデファイアント旧モデル（実演品1台限り）を半額にてご提供します。 

 その他、展示＆実演ストーブが50％～30％OFF!! 更にフェア特典もございますので、詳細は本フェアチラシ 

 にてご確認ください。気になるストーブがございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 またオーナーズカードメンバー様は是非“ご紹介制度”をご活用いただければ幸いでございます。 

 

☆原村店限定 2016年1/2（土）朝10時より初売り！恒例の福袋、限定30袋販売決定！ 

 ZAKKA HAPPY 福袋 10,800円（税込） 

 キッチンアイテムや服飾小物など総額3万円以上、15商品以上を詰め込みました。 

 大き過ぎず使いやすい直径20cmの琺瑯鍋やカプチーノがご自宅で作れるミニ電動ミキサー 

 付き陶器ピッチャー、あると便利なワイヤーハンドルバスケット、かわいいパッチワークの冬トートなど 

 盛り沢山☆数量限定ですので、お早目にお越しください。 
 

 ■年末年始の営業日変更について 

  【原村店】 営業時間：10-18時 / 定休日：火曜       

   年内…12/22（火）の定休以降、休まず営業いたします。   

   年始…1/2（土）～1/11（月）までは休まず営業、1/12（火）より通常通り休みをいただきます。 

  【蓼科店】営業時間：10-17時 / 定休日：水曜、木曜  

   年内…12/24（木）、28（月）、29（火）に休みをいただきます。 

   年始…1/2（土）より営業し、1月は通常通り水曜、木曜の定休となります。 
   

 ■2月の休業日について 

  【原村店】  臨時休業日：2/3（水） 

  【蓼科店】 冬季休業期間：2/1（月）-2/29（月） 

  

本年中のご愛顧、誠にありがとうございました。来年もストーブハウスをどうぞ宜しくお願い致します。 



  具体的にはダンパーが付いてい

るストーブはダンパー付近に着火

剤などの長く火持ちするものを近づ

け 煙 突を直 接 暖め る 方 法。ダ ン

パーのないストーブの場合は火室

のどの部分から排煙しているのか

を確認して煙突から最短距離の位

置に炎を近づけてあげると上昇気

流が生まれやすくなります。いずれも煙突が炎が引くように

なれば大丈夫です。 

 次に煙の逆流で多い事例は換気扇使用により負圧によっ

ておこる症状です。特に高気密な住宅に多くみられますが、

この場合は一旦、換気扇を止めるか窓を開けるなどして上

昇気流をつくるやり方が早いと思います。 

 これらを確認しても、煙が逆流する症状が治まらない場合

は、煙突やトップ（煙突の上部）が詰まっている可能性があり

ます。もしかしたら鳥の巣がつくられてしまい煙突を塞いでい

るかもしません。こういった場合はメンテナンスを行って下さ

い。ご自身で煙突掃除を室内からされている方もトップの部

分が特に詰りやすいので、煙突全てを確認する必要があり

ます。（文：望月） 

 薪ストーブを楽しむ上で一番大切と

言っても過言ではないのが煙突内の上

昇気流。煙が逆流してストーブのドアの

隙間やストーブ給気部分から煙が漏れて

しまうとのお話をよく耳にします。 

 皆さんが真っ先に思い浮かぶ原因は、煙突がススやタール

によって詰まってしまっているから…ですね。 

 しかし煙突が詰まっていないにも関わらず煙が漏れてしまう

事があるのです。その多くは煙突内に溜まってしまった冷気に

よるもの。時季的にはストーブを焚き始める10～11月によくみ

られる症状で、しばらくの間ストーブを焚いていない為、秋の

冷えた空気が煙突に溜まってしまい上手く上昇気流がうまれ

ない事が要因とされています。冷えた空気は重いので煙を押

さえつけてしまいます。細い焚きつけの枝等から中ぐらいの

薪、そして太い薪と段階をおって熾火を作っていくのが薪ス

トーブの使い方ではありますが、その前に煙突を暖めてあげ

ることが上昇気流を作るのには効果的です。  

薪ストーブ 

通信 

 

written by  茂木 正夫 さん 
はじまりは薪ストーブ 

薪ストーブが大好きな茂木さんファミ

リー。当社のイベント「キノコ狩り」などに

も参加して楽しんで…いえ、いつも手

伝っていただき本当に助かっています。

薪ストーブ共々これからも宜しくお願い

します。楽しいストーブライフをおくりま

しょう！（遠藤） 

コ
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STOVEMANのワンポイントアドバイス STOVEMANのワンポイントアドバイス 

皆さんシーズン中のストーブ内の灰の処理はどうしていますか？ 

肥料や灰汁抜きに使う等の目的がなければ、積極的にストーブの中に灰は

残しておくべきですよ。灰に埋もれた熾火の持ちも良くなり（囲炉裏のイメージ

です）、灰の層がある事で炉床の鋳物を保護してくれます。灰はドアを開けた

時に溢れる分だけ、ストーブに火を入れる前に取ってあげましょう。 

 仕事の関係で長野県へ単身赴任し、アパート暮らしで信州の厳しい冬を何度も経験。

寒いアパート暮らしのせいか否かはわからないが、病気になっていまい2週間の入院を

した。そんな頃、岡谷市が27区画の分譲地を売り出す事を知り、一番良いと思われる区

画に応募した。倍率が高かったので、さほど期待はしていなかったが見事当選！家を

建てることになった。（本当にアパートは寒かった…） 

 まず家を建てるにあたり、年寄りの一人暮らしとなると火事などが心配でオール電化

にすることに決定。オール電化だけれど、以前より「夢の丸太小屋に暮らす」という雑誌

などを見ていて、暖炉（薪ストーブ）を入れたいと思っていた。設計士の方に家中が暖か

くなる薪ストーブを家の中心に設置できる様、図面を書いていただいた。 

 次は機種選び。建設会社からは他社の機種を勧められたが、雑誌で知っていたス

トーブハウスにお願いしたくて、何度も原村店と蓼科店に伺い、説明を受け、バーモント

キャスティングスのアンコールに決めた。色は黒。 

 家の建築も進み、屋根には角トップの煙突が堂々と築かれ、薪ストーブのある生活が

なんとなく現実的なものになってきた。息子と家内が炉台をレンガでつくり、あとはストー

ブハウスの方にお任せ。部屋の中に貴重なインテリアが完成！当初、1人の時は床暖

房を使い、家族や友人が来た際に薪ストーブを焚けば良いと思っていたが、1度薪ス

トーブの暖かさを知ってしまうと、もう床暖房には戻れなくなってしまった。 

 薪は最初の3年間は仕事関係の会社から譲っていただいたが、その後は知人のとこ

ろで自分達で木を伐り薪を作っている。土地を借り、薪棚をつくり、2～3年分の薪をス

トックできるようにしている。木を伐るのは息子が担当し、薪割りは私と家内も協力して

やっている。息子が作業を進んでやってくれるのでとても助かっている。そんな息子は

今、新しい薪割り機（今よりも大きいエンジン式のもの）を欲し

がっているが…（結構高価だしどうしたものか…苦笑） 

 今年の9月、ストーブハウスの公開メンテナンス講座に

参加して、とても良い経験ができた。今後もいろいろな

経験をして、安全で楽しいストーブライフをおくりたいと

思っている。 

 
●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。 

靴下から生まれたハンドメイドのぬい

ぐるみ。ずっと触っていたくなるような

柔らかくて滑らかな手触りとなんとも

いえない表情が◎。キッズにはもちろ

ん、女性へのギフトにも是非どうぞ。 

細挽きコーヒー豆をストレーナーに入

れ、夜セットすれば翌朝には水出しな

らではのまろやかなコーヒーが味わえ

ます。HOTもOK。ｍyマグにいかが？ 

ストレーナー有：約250ml/無：400ml 

アクリル糸で編まれたチューブは程よ

い厚みで柔らかな手触り。なんとアー

ムとレッグ兼用のウォーマーなので

す。落ち着いたバイカラーは上下どち

らを下にしてもOK！4色展開です。 

毎日コロコロと替えるのが楽しくなる

万年カレンダー。デスクや窓辺など

ちょっとしたスペースに飾れます。

ガーデンマスコットたちと共に飾るの

もGOOD！ネコやイヌもありますよ。 

着たままお出掛けできるチュニック型

エプロンは寒いこの時季には特にオ

ススメ。コットン100％素材で、エプロ

ンの機能性はそのままに、ワンピのよ

うなデザインがとてもステキです♪ 

料理が冷めにくいアイアン製の器で

寒い夜に熱々のグラタンはいかがで

すか？ブラック色で重厚感があり、料

理をより一層美味しくみせてくれること

でしょう。そのまま食卓へどうぞー。 

鮮魚店や惣菜店などで使われてきた

蠟引紙袋。耐水性や通気性があり、

食品を入れるのに便利。バレンタイン

の手作りお菓子の包装にも使えそう。

他にもサイズ展開があります。 

とうとうキャラメルも“熟成”する時代

になりました！こちらのキャラメルは

3ヶ月間熟成させたスペインの銘菓な

のです。コーヒーがほのかに香る優し

い味。是非食べてみてください。 

ー 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

アンティーク加工が施されたDOGと

CATのシルエットがポイントのポスト

は、南京錠と台座付き。足元には、プ

ランターなどを飾る事もでき、インテリ

ア性が高いアイテムです。 

12月中旬 

入荷予定 
1月中旬 

入荷予定 

←ﾃﾞﾆﾑ地 ↓ﾋｯｺﾘｰ地 


