
原村八ヶ岳自然文化園内レストランがこの春、ビュッフェスタイルにリニュー

アル！みんな気になっていたので取材に行って参りました～！ 

ランチタイム（11-15時※L.O14時30分）の料金は大人1,200円、小学生以下700

円。食事はランチタイムのみですが“原村菜園”という店名通り、野菜を使った

料理を中心に常時20種類くらい並んでいます。更に店内から見える自然豊かなロ

ケーションもＧＯＯＤ！景色を楽しみながらゆっくりとした時間を過ごすこと

ができました。また自然文化園にはドックランもあり、同テラスではわんちゃん

も一緒に食事が出来ます。 

そ・し・て10月といえばハロウィン！おばけカボチャを指定する場所まで運ぶ

ことができたら、なんと成功者の食事代が無料になる

んですって！おばけカボチャの重さは女性で40㎏、男

性は50～60㎏位になるとのこと。日頃、薪割りなどで

鍛えている私たちストーブユーザーには余裕ですよ

ね!?（笑）是非HPよりイベントも併せてチェックして

みてください。もちろん私は挑戦しに行きますよ～。

だって大分たくましくなりましたから･･･。（苦笑） 
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Column 山の便り山の便り 

スタッフの 

回答は… 
K.Y : ④  K.H : ④ K.N : ④ M.I : ② 

A.K : ④  K.H : ④ Ｉ.K :  ③ 

海で遊んでいた友人と数人で無人島に流されてしまいました！ 

その後、どんな展開になると思いますか？ 

①みんなで食べ物を取り合ってケンカになる 

②リーダー格の友人が独裁者のような態度を取り出す 

③大パニックになるが、最後はみんなで励ましあう 

④1時間後くらいに無事助けが来る 

茅野市在住 ポメラニアン＆トイプードル 

プープーボールプープーボールSS  294yen294yen  

written by 矢崎源吉 さん   

この心理テストは“社会にどれだけまみれてる？あなたのヨゴレ度チェック” “社会にどれだけまみれてる？あなたのヨゴレ度チェック”です 
 

①小学生レベル･･･自分ではかなりのヨゴレと思っているようですが、どんでもない！いろいろ

な事を経験しながらも、自分の中で上手く振り分けているのでしょう、心はまだまだピカピカで

す☆裏表がなく、思った事もすぐに口に出して表現するタイプ。 

②刑事レベル･･･知能派のヨゴレ。人間関係で苦労し過ぎましたか？他人に対しては「まず

疑ってかかれ」状態。頭がいいので、人より色々な事を考えてしまうようです。 

③サラリーマンレベル･･･ヨゴレているというより、仕事の上下関係、友人同士の裏表、家族の

プレッシャー、稼いでも出て行くお金、居心地の悪い職場など、全てを乗り切り、悟りきった感

があります。自分を抑える自分に「私ってヨゴれたな～」と思っているかも。 

④有名企業社長レベル･･･自覚のない「ヨゴレ」になっているようです。リーダーになるには申

し分はない性格とポジティブパワー。ただ上昇志向はいいけれど、そればかりに夢中になり、

周りをかなりないがしろにしているかも。 

昭和20年の秋も終りの頃、少年達は星あかりを頼りに夜

道を急いでいた。 

出征される受け持ちの先生の送別会を終えての帰り道、

戦争中の事とて、街頭はもちろんのこと、戸外に「あかり」

などと名の付く物は何一つ無い。渓流沿いに笹原部落か

ら糸萱大橋まで来た時、「アッ・・・あんな所に提灯の灯

が・・・」と声が上った。川を隔てた山裾とおぼしき辺りに、

ポツン・・・と灯が一つ灯った。 

当時、北山地方では、此の辺りのことを「一ツ藪」と呼ん

で、狐が良く出る所として知られていた。アッという間にそ

の提灯の灯は割れて数箇の提灯に増えて一列に連なり、

少年達に歩調を合わせているかの様に川に沿って進んで

いる。「噂は本当だったんだな・・・」と誰しもがそう思った。

思い思いに歩いていた少年達は何時の間にか寄り添って

先を急いでいた。 

此の仲間の集まり

があった時は必ず

と云っていいくら

い、此 の 時 の 怖

かった事が話題に

上がる。 

むかし、昔の本当

にあった話です。 
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   おてんばな妹が 
出来て我が家は 

賑やかになりました。 

玉川のペットサロンで 

看板犬やってますので、

遊びに来て下さい☆ 

松澤 バニラ ちゃん  7歳 
 〃   ココア ちゃん  10ヵ月  

バニラちゃんサイズの小さ

なワンちゃんには、デコボ

コ突起で刺激があるもこち

らがオススメ♪

噛む度に音が

なり、ほのかに

香ります。 

 
私に言わせて！ 

食欲の秋。最近はまっているのが、某焼

肉チェーンのやみつき塩ドレッシングで

す。ざく切りや千切りにしたキャベツにか

けるだけで簡単にお店の味にな

るんです。箸が止まらなくなるく

らい美味しくて、本当にやみつき

♪今では塩味のドレッシングを

見ると、つい手にとってしまいま

す。しばらくは、この味から離れ

られなそうです。（文：小林） 

 

OOwwnneerr’s card member’s card member  limitation 

OOwwnneerr’s card member’s card member  limitation 

  

○原村店情報○原村店情報  秋冬の新商品続々入荷中！秋冬の新商品続々入荷中！  

  秋冬ファッションアイテムはもちろん、寒い冬を楽しく過ごせるような雑貨たちがどんどん入荷します♪ 

 毎月順々に入荷しますので、毎月要チェックですよ～！ 

 またクリスマスプレゼントなど大切な人への贈り物もご提案致します。 

 何を贈ったらよいのか迷ったら是非原村店へご来店ください。お待ちしております。 
 

○○蓼科店情報蓼科店情報  毎週土日薪ストーブ相談会実施中毎週土日薪ストーブ相談会実施中  

  薪ストーブ専門店として2年目の冬を迎える蓼科店では、 

 毎週末薪ストーブ相談会を実施しています。 

 薪ストーブが恋しくなる季節、お気軽に相談にお越し下さい。 
 

○当社プロデュース○当社プロデュース  片田好美さん片田好美さん22001133年カレンダー年カレンダー  1100月発売決定月発売決定 

 主に蓼科の動植物を優しいタッチで繊細に描いたポストカードでお馴染みの 

 水彩画家片田好美さんの2013年カレンダー発売決定。（1冊525円） 

 その季節にあった動植物が描かれた中綴じ冊子タイプの壁掛けカレンダーです。片田ファン必見。 

 

☆当社主催イベント☆当社主催イベント  「キノコ狩りハイキング「キノコ狩りハイキング22001122」」  参加のお誘い参加のお誘い  

  今年もキノコ狩りの季節がやってきました。みんなで蓼科の山林を楽しくハイキングしませんか？ 

 オーナー様には同送させていただきました同封の詳細をご確認の上、 

 キノコ狩りハイキングへご参加ください。お申込みお待ちしております。 
 

☆ＪＦＭ企画☆ＪＦＭ企画  「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「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  

  北は北海道、南は福岡まで、全国のストーブ屋さんが厳選したうまいものが当たるキャンペーン開催中です。 

 オーナー様には同送させていただきました同封のチラシをご確認の上、 

 専用ハガキにて是非キャンペーンへご参加ください。 
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薪ストーブ業界の薪ストーブ業界の薪ストーブ業界の   

深い霧深い霧深い霧   

日々、薪ストーブの説明をして、いつの間に

か20年経ってしまいました。その間いつも疑

問に思っていて、なんとも晴れない霧のよう

に立ち込めているお客様からの質問があり

ました。「針葉樹は燃やせるのですか？」とい

う質問です。薪ストーブに興味のある人の80％以上が、針

葉樹は燃やせないという認識でした。針葉樹は火持ちが

悪いというのならわかるのですが、なぜ薪

ストーブに悪いという話になってしまったの

か、この薪ストーブ業界に立ち込める深い

霧を、払拭すべく立ち上がった私の前に射

した一筋の光のような話を今回はいたしま

しょう。 

 今夏、蓼科店に来店された茅ヶ崎のお客様の話による

と、その方が35年前東京のN社にて、フランクリンストーブ

を設置、当時は現在のような取り扱い説明書もなく、N社に

よる使用方法の説明もなかったそうです。まったくわからな

い状態で焚き始めたので、薪はどの様なものが良いのか、

空気調節はどのようにすれば良いのか、まったくわから

ず、切ったばかりの松の生木を焚き続けたそうです。 

 するとある日、煙道火災が起こり、煙突が真っ赤になっ

て、煙突のトップからは火の粉や炎が出て、火事になるか

と思ったそうです。すぐにN社の担当者に事情を説明し、対

応策を求めたところ、松を燃やさないように言われたそう

です。それ以後N社の取り説には、「松を燃やさないように」

という一文が入ったそうです。 

 なぜ最近でも、針葉樹を薪ストーブで燃やしてはいけな

いと、ほとんどのユーザーが信じている原点には、（すべて

ではないにしても）このような出来事が業界をおおう先入

観の霧となって、今に至ったと推理したのでした。 

 もし最初に焚いた薪が広葉樹であったならば、店頭での

説明内容も今とは違った内容になっていたのではないで

しょうか。（文：山中） 

薪ストーブ 

通信 

 バーモントキャスティングス社の赤いアンコールが我家に来て７回目の冬を迎え

ます。以前住んでいた家は冬はとても寒く、「次は絶対に暖かい家を！」と思ってい

ました。 
 

 そんな時に巡り会ったのがストーブハウスさんの薪ストーブ。薪ストーブは私達

夫婦の長年の夢でした。「よし、薪ストーブを入れよう。」でも私はストーブは黒、と思

い込んでいましたが、妻が赤いアンコールを見て一目惚れ。「絶対これがいい！」そ

してこれが大正解でした。実際にストーブに火を入れ、徐々に温まってくるとストー

ブの色が赤からエンジ色へと変化し、これが炎のゆらめきとベストマッチング。眺め

ているとなんとも気持ちが和らぎます。 
 

 薪ストーブを使うようになってからの我家の冬の生活の大きな変化の一つとし

て、冬に誰も毛布を使わなくなりました。毛布がいらないんです。また、熱帯魚の水

槽もサーモスタットは入っていません。それでも23℃近い水温になっています。我家

の犬達も薪ストーブが大好きとみえて、夜はストーブの前ですっかりくつろいでいま

す。（もしかして熱帯犬になってしまったのでは？） 
 

 我家でも薪ストーブをお使いの皆さんと同様に、料理

にも活躍しています。妻はピザ、シチューなどいろいろ

作っています。焼きイモなどはホフホフ言いながら食べ

ています。 
 

 昨年から燻製作りを始め、今チョットハマっています。

スモーカーで作った燻製をツマミにして薪ストーブの暖

かい炎の前で飲む酒は最高です。冬の薪ストーブ生活

は我家の明日への活力の源となっています。 

ホットストーンホットストーンホットストーン   巾着袋付き巾着袋付き巾着袋付き   111個￥個￥個￥2,730 2,730 2,730 （税込）（税込）（税込）    

 

written by  宮坂 光則 さん 

真冬でも毛布いらず 

GOOD JOB!! GOOD JOB!! GOOD JOB!!    

ストーブトップで手軽に蓄熱できるホットストーンをご存知ですか？ 

溶岩を使ったこちらの商品はシンプルながら優れモノ。遠赤外線の熱はカイロ

としてだけでなく、就寝時にも体をポカポカ温めてくれ、肩こりなどにも効果が

あります。また、石の上にカップ置いておけば、保温だって出来ます。 

これからの季節のマストアイテム！もう使い捨てカイロは卒業ですね。 

赤のアンコールの特長を楽しんでいた

だいている様子が良くわかります。ど

のお宅も同じですが、薪ストーブの前

はワンちゃんの特等席ですね。宮坂さ

んも冬が好きになったご様子、こちら

も思わず笑顔になります。 

（スタッフ：兵藤） 
●雑貨は原村店のみの取り扱いになります 

キッチンままごとセットキッチンままごとセットキッチンままごとセット   黄緑・ピンク・赤黄緑・ピンク・赤黄緑・ピンク・赤   

         ケース：ケース：ケース：W20.5W20.5W20.5×××D8D8D8×××H14.7H14.7H14.7㎝㎝㎝   各各各2,940 yen2,940 yen2,940 yen   

ドット柄のティーセットがチェックの

スーツケースに入っています。お子様

のおままごと遊びにはもちろん、イン

テリアとして飾っておきたい程、キュー

ト！クリスマスプレゼントにオススメ◎ 

ウッドウッドウッドLEDLEDLEDライトライトライト   FOREST FOREST FOREST    

   サイズ：約サイズ：約サイズ：約W30.5W30.5W30.5×××D7.5D7.5D7.5×××H22.5H22.5H22.5㎝㎝㎝ 2,500 yen 2,500 yen 2,500 yen   

ナチュラルで繊細な作りのウッドライ

ト。玄関や窓辺に置けばクリスマスら

しさをぐっと演出してくれます。違うデ

ザインも同時入荷予定。単3電池2本

をご用意ください。 

フレグランスシートフレグランスシートフレグランスシート   666シート入りシート入りシート入り   

               シートサイズ：シートサイズ：シートサイズ：414141×××585858㎝㎝㎝   各各各945 yen 945 yen 945 yen    

お好みのサイズにカットして使えるフ

レグランスシート。クローゼットはもち

ろん、ラッピングやブックカバーとして

香りを気軽にお楽しみください。香り

は全5種類。2～3ヵ月持続します。 

スウィングペッパーミルスウィングペッパーミルスウィングペッパーミル   ブナ材蓋付きブナ材蓋付きブナ材蓋付き   

サイズ：約外形サイズ：約外形サイズ：約外形7.57.57.5×高さ×高さ×高さ666㎝㎝㎝ 5,880 yen 5,880 yen 5,880 yen   

ヨーロッパの老舗シェップスフルト社

の鋳鉄製ペッパーミル。内側容器に

ストックしておいたペッパーを必要な

分だけ外側容器に入れ、内側の底で

挽いて使用します。とてもステキです!! 

千鳥格子ブランケット千鳥格子ブランケット千鳥格子ブランケット   

サイズ：サイズ：サイズ：656565×××115115115㎝㎝㎝   各各各111,,,999000000   yyyeeennn   

裏面がボア素材のブランケット。女性

に人気のベーシックな千鳥格子柄

は、車に乗せてあるだけでもオシャ

レ。この他、色々なブランケットがたく

さん入荷予定！要チェックです☆ 

フォンデュマグセットフォンデュマグセットフォンデュマグセット   185ml185ml185ml               

            サイズ：約直径サイズ：約直径サイズ：約直径101010×××H12H12H12㎝㎝㎝ 1,260 yen 1,260 yen 1,260 yen      

あたたかい食べ物が恋しくなるこの季

節。冬の食べ物として定番になりつつ

あるフォンデュをお家で気軽に楽しみ

ませんか。キャンドルとピック2本が付

属されているので、すぐに使えます。 

ソレイユソレイユソレイユ   リュックリュックリュック   

            リュック：リュック：リュック：W29W29W29×××D40D40D40×××H17 H17 H17 ㎝㎝㎝   各各各4,095 yen4,095 yen4,095 yen   

入荷の度に大人気のリュック。今秋は

ベージュ、ネイビー、オリーブの3カ

ラー。付属の袋にコンパクトに収納で

きる軽量リュックなのでハイキングや

旅行のサブバッグとして重宝します。 

WORKER TOOLS PENWORKER TOOLS PENWORKER TOOLS PEN   

   SCOOPSCOOPSCOOP・・・NEJINEJINEJI・・・HAMMERHAMMERHAMMER・・・WRENCH WRENCH WRENCH 各各各480 yen480 yen480 yen   

思わず手にとってしまう程、リアルに

作られたペンたち。さりげなくポケット

に入れているだけでも可愛く、目立つ

こと必至！男性へのちょっとしたプレ

ゼントにも喜んでもらえそう♪ 

ｰ 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

ベークライトカトラリーベークライトカトラリーベークライトカトラリー   ブラウンブラウンブラウン   

                              ディーナースプーンディーナースプーンディーナースプーン 367 yen  367 yen  367 yen 他他他   

暖かみのあるブラウンカラーの柄。合

成樹脂であるベークライトは、どこか

レトロな雰囲気を醸し出しています。

ディナーシリーズの他、コーヒース

プーン、ケーキフォーク入荷予定。 

12月発売 

12月発売 

12月発売 

11月発売 

11月発売 

11月発売 


