
 山梨、大泉の自然の中をドライブしていると出会えるアイリッシュパブ。アイルラ

ンドから樽で仕入れているギネスビールが飲めるお店。大泉にお店をかまえて10

年･･･“ギネス好き”はここを知らなければ真のギネス好きとは言えませんよ! 

そして酒好きの私はと言えば、ちゃんと酔っ払わずに取材してきました。 

 ここで飲むギネスは格別!!八ヶ岳であるという高い標高と気圧により泡がきめ細

かく厚いのです。そしてギネスと一緒に楽しみたいフードメニューといえば、私も大

好きな“フィッシュ＆チップス（2Ｐ￥700～）”やみんなでシェアして食べたいボ

リューム満点“ジャンボサルサチキンサラダ（￥1,200）”がオススメ。キーマカレー

やお子様プレートもあるので、家族連れで行っても楽し

めます。その他、アイリッシュソーダやエルダーフラワー

ソーダなどアイルランドの雰囲気を味わえるレアなドリ

ンクもあるので、ドライブがてら行ってみてはいかがで

しょうか。また、お店主催のハロウィンパーティーやアイ

リッシュ音楽のライヴもあるので、ＨＰは要チェックです。 

発送元 

ストーブハウス原村店ストーブハウス原村店  
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私に言わせて！ 

 
 

●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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北杜市大泉町谷戸5729-34 TEL:0551-38-3450 HP:www.pub-bullbear.com ※詳細は電話やHPでご確認ください 

人の言いなりになってしまう薬が入っているのはどれ？ 

下記の4つより選択してください。 

①： デザート ②： スープ ③： 水 ④： 肉 

STUFF ROOM ～スタッフの本性を暴け！～ 

 

Column 山の便り山の便り 

スタッフの 

回答は… 
K.Y : ②  K.H : ④ K.N : ② M.I : ① 

A.K : ② K.H : ② K.K : ②   

大好きなご主人と、そしてみん

なでひっぱりっこ遊びが出来る

丈夫で大きな

カラフルロー

プがオススメ

です☆ 

原村在住 スタンダードプードル 

中嶋 プータ 君  4歳半 
 〃 ゴロー 君  2歳  
 〃 モエ ちゃん 4歳  

ダブルタグダブルタグ  2,100yen2,100yen  

witten by 矢崎源吉 さん   

ＩｒｉｓｈＩｒｉｓｈ  ＰｕｂＰｕｂ  

Ｂｕｌｌ＆ＢｅａｒＢｕｌｌ＆Ｂｅａｒ   

この心理テストでは“あなたが恋をするとどうなるか” “あなたが恋をするとどうなるか”がわかるそうです。 
 

①デザート･･･あなたは付き合う相手に染まるタイプの人です。付き合う相手次第 

で良くも悪くもなります。相手選びは慎重に・・・ 

②スープ･･･あなたは人と付き合っても冷静を装うタイプです。しかし心の中はいつ

もウキウキ。自分ではそれを抑え切れてる気でいますが、傍目から見ると本心が

丸わかりですよ。 

③水･･･あなたは人と付き合うと慎重になるタイプです。付き合ってしまうと自分を

さらけ出さなくなってしまうあなた。もっと本当の気持ちを相手に伝えないと良くな

いことが起こるかも。 

④肉･･･あなたは人と付き合うと有頂天になってしまうタイプです。更にそのことを

隠そうともせず前面にさらけ出してしまうので、友達などに少々ウザがられること

がありますので気をつけて。 

毎日出勤中に市販の野菜ジュースを飲ん

でいた私ですが、この冬は寒くて寒くて…

ホットコーヒーを携帯用マグに入れて飲む

ようになりました。そもそもそんなにホット

コーヒーが好きではなかったのですが、な

んと！この携帯用マグに入れたコーヒー

にハマってしまい、今では家でも会社でも

このマグがないとご機嫌ナナメ（笑） 

いつもより温かいだけでなく、香り高くて 

           ひと味違い、なんとも美 

           味なんです！（文：吉川） 
           ※注意：あくまで自論ですからね～ 

いつもはすっごく 

仲良しなんだけど、 

ご主人を独り占め 

した時はケンカに 

なっちゃうんだ。 

左から・・・ 

蓼科、城の平より登ること約2キロの三室（みむろ）山辺り

は、此の地方で選り抜きの輓馬でも2月の厳寒期には、尻

ごみする程の寒さと、腰までも埋まってしまう位の積雪が

あった。これといった収入仕事も無い此の時期には、兄と

二人で村の入合（いりあい）地で三室山へ馬橇を引かせて

出掛けたものである。往復歩いて約5時間、目的地近くに

なると、“パーン”“パーン”と銃声か？と思われる様な破裂

音が聞こえて来る。連鎖するかの様に樅の木に降り積もっ

た雪が、目も口も開けて居られない程に猛烈な雪煙となっ

て行く手を遮ってしまう。芯まで凍った大木が真っ二つに

割れて裂け落ちる音だ。跳ね出しそうになる馬の鼻面を背

中で押さえつけながら、前年の秋に伐り倒して置いた倒木

を雪の中から探し出すのも一仕事だ。冷え切った握りめし

を歩きながら腹におさめ、林立する立ち木を避けながら麓

まで降りる。 

そして今の御時世では皆無となった木挽き職人に我が家

へ10日間ばかり泊まり込んでもらい、身の丈程もある鋸

で、みごとな銘板を挽いてもらうことになるのである。 
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☆☆  創業創業2200周年記念オリジナルマグカップ周年記念オリジナルマグカップ11個個663300円にて発売中！円にて発売中！  

    20周年を記念したオリジナルマグカップが出来上がりました。バンダナをイメージしたデザイン。 

 色合いはどれも大人な雰囲気に仕上がりました。カラーは全3色。Myマグにいかがですか？ 

 デミグラスレッド/カプチーノブラウン/スモーキーライトブルー 
 

☆☆  ゴールデンウィーク薪ストーブセールゴールデンウィーク薪ストーブセール  

                  --創業創業2200周年メインイベント周年メインイベント--  両店舗共にセール期間中無休  

      2012年4月28日 (土)- 5月6日 (日)※薪ストーブご成約期間 ～5/末日  

 20周年記念につき、どど～んと目玉薪ストーブ大放出します！こんなチャンスは滅多にありません！ 

 詳細はGWチラシをご覧下さい。オーナーズカードをお持ちの方はご紹介制度を是非ご活用ください。 
 

☆☆  原村店限定原村店限定  ＺＡＫＫＡゴールデンウィークＺＡＫＫＡゴールデンウィーク    

  2012年4月28日(土)- 5月6日(日) 期間中無休 

 今年のＧＷは2本立て！詳しくはセールチラシまたは店頭ポスターをご覧下さい。 

 SPECIAL① キッチンアイテムフェア 

      →老舗道具店である工房アイザワより選りすぐりのキッチンアイテムを取り寄せました。 

 SPECIAL② ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ-もったいない-ＢＡＲＧＡＩＮ 

      →メーカー規格外になり通常販売出来ない訳あり難あり商品を格安にてご提供いたします。 
 

☆☆  第第1122回クロスカントリースキーを楽しむ会回クロスカントリースキーを楽しむ会  開催報告開催報告  

  昨年“景色が最高！”と大好評だった霧ヶ峰高原にて2月18日 

（土）に開催しました。今年は雪舞う中で行われましたが休憩ポ 

イントでは少し晴れ間がのぞき、諏訪湖を観ることができました。 

2月に開催したこともあり、上質の雪が豊富でしたので、スノー 

シューチームも歩いていてふっかふか♪とても楽しかったです。 

 そして、たくさん動いた後の2次会では、本誌コラム「山の便り」 

でおなじみの源吉さんの素敵な歌声も聞け、大盛り上がりでした！ 
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Q1 薪ストーブは一生モノなのか 

         人工的に作ったモノに永遠はありません。 

         それもよりも「丁寧に愛着を持って一生使 

         い続けよう」という意識を常に持って使用す 

         ることの方が重要だと思います。メンテナン 

         スフリーという言葉は全くの幻想です。薪ス

トーブに限らず自動車でも住宅でもそうですが、何よりも修

理すべきタイミングを逃さないことが肝心で、その為には

シーズンオフにこそストーブ内の状況はどうなっているか、

という関心を持つことが大事だと思います。 

もうすぐ薪ストーブシーズンも終わり

に近づいていますが、優しく暖めてく

れる薪ストーブを大事に、そして愛着

を持って使ってくれていますか？今回の薪ストーブ通信

では、日頃ユーザー様よりよく聞かれる質問について回

答したいと思います。 

Q2 庭やデッキに煤が落ちているのは赤信号!? 
煤が落ちているのに気がついたら、まずは何より慌てず

に落ちている煤を観察してみましょう。目安として落ちてい

る煤が黒光りしてベタッとした固形の煤であれば要注

意！黄色信号といった感じでしょうか･･･早めにメンテナン

スの依頼をしてほしいところです。しかし指でつまめない

ほどの軽い膜状の煤であれば、必ずしも煙突内やトップ

に煤が多く付着していて早急に煙突掃除をしなければい

けないとは限らないということも知っておいて下さい。そも

そも良い煤（水分の無いサラサラの砂状の煤）の場合は

煤量も少ないがゆえに煙突内を流れる上昇気流に乗っ

て煙と共に外部へ排出されることがよくあるからです。一

般的に煙突のトップ部分は、煙の最後の抜け口として最も

煤が多く付着すると言われている所ですが、ここも良い煤

であれば風の振動なども加わって屋根面にふるい落とさ

れます。つまり上手に薪ストーブを使用していても庭や

デッキなどに煤が落ちることは少なくない事例だというこ

となのです。とはいえ、実際にトップや煙突内を点検してみ

ないと判断は出来ませんし、煤の質を問わず煙突 

が詰まっていて煙突掃除をしなければ解決 

しない可能性もありますので必ず専門店へ 

ご相談下さい。（文：中野） 

薪ストーブ 

通信 

なるほどなるほどなるほどQ&AQ&AQ&A   

 家を新築する時に薪ストーブを設置することを当初から計画に入れ、ストーブ

の種類、能力選びを雑誌で見たり、ストーブ店に足を運び、鋳物、鉄、石、どれが

良いか、煙突はタールの付きは等々情報を得て、二次燃焼方式でクリーンな排

気のバーモントキャスティング社のアンコール、これだと決め、煙突は二重煙突で

垂直に抜く様にした。 
 

アンコールを使用し始めて満6年になりますが、スス落しは「ポールさん方式」で

自分でシーズン前に行ない、大きなトラブルもなく重宝しています。例年なら400

～450束（市販の針金の薪タガを使用）燃やすのに今年の冬は1.5倍ぐらい燃や

しそうです。 
 

幸いにも私は自分の林で薪材が手に入るので、落葉広葉樹のコナラ、ヤマザクラ

を伐採して使用しています。「ポールの薪ストーブ入門」を見て、薪は乾燥が一番、

2年間乾燥させた薪を使える様にストック小屋（間口6m奥行2m高さ2m）をトタン

板の片屋根掛けを3棟作り、通風を良くし、乾燥させ使用しています。 
 

木を使う木の文化は60才以上にとっては子供の頃を懐かしむ、20～60才にとっ

ては興味はあるが憧れの世界、20才以下は馴染みのない世界かもしれない。私

の小学校には学有林があり暖房は薪を燃やすダルマストーブの時代でした。 
 

私も「森でつながるいのちの輪」をテーマに小学生～高校

生までを対象に野外活動のインストラクターをしています。

水、CO2、自然エネルギー等森の懐の深さを見せ、 

薪割り、炭焼き、私達の生活から森が遠い存在にならない

うちに、これから担う子供達にこそ、森や木に興味を持って

もらうために、野外活動を通して「森」のことを広めていきた

いと行動しています。 

これからの時期に特にオススメしたい紫外線カットと目の保護を主目的と 

した軽量安全メガネのご紹介です。このELVEXグラスは、薪作りをはじめ 

とする野外作業やアウトドア、スポーツなど様々な状況に使用して頂けるシンプルで 

スッキリとした印象のブランドであり、花粉症、虫除け対策にも威力を発揮することでしょう。 

新デザインを加え、原村、蓼科の両店にて好評販売中です。ご気軽に試着してみてください。 

ELVEXELVEXELVEXグラスグラスグラス   軽量安全メガネ￥軽量安全メガネ￥軽量安全メガネ￥1,890 1,890 1,890 （税込）～（税込）～（税込）～    

気さくなお人柄の小宮山ご夫妻との

お話はとても楽しく、又、勉強になり

ました。特に森のお話は興味深く、

これからの事を改めて考えるきっか

けとなりました。（スタッフ：兵藤） 

written by  小宮山  隆彦 さん 

憧れの薪ストーブ 

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

---   メンテナンス編メンテナンス編メンテナンス編   ---   

●雑貨は原村店のみの取り扱いになります 

ＣＯＯＫＣＯＯＫＣＯＯＫ   ＺＡＫＫＡＺＡＫＫＡＺＡＫＫＡ   ＢＯＯＫＢＯＯＫＢＯＯＫ   

ピクルス・ジャム・サンドウィッチピクルス・ジャム・サンドウィッチピクルス・ジャム・サンドウィッチ   1,890 yen1,890 yen1,890 yen～～～   

手軽に作って楽しめるレシピ本とその

レシピのポイントになる雑貨がセット

になっています。センスの良いレシピ

ばかりで思わず挑戦したくなります。

新婚さんへのギフトにも良さそう！ 

ショートレインブーツショートレインブーツショートレインブーツ   サイズ：サイズ：サイズ：S/M/LS/M/LS/M/L   

ブラック・ブラウンブラック・ブラウンブラック・ブラウン   各各各4,095 yen4,095 yen4,095 yen   

雨の日やガーデニングに今年オスス

メのブーツはこちら！飽きのこないシ

ンプルデザインにオシャレなレース

アップ、履きやすいショート丈で、つい

つい普段も履きたくなってしまいそう。 

インド手織りフロアマットインド手織りフロアマットインド手織りフロアマット   

（（（707070×××45 45 45 ㎝）㎝）㎝）   各各各1,365 yen1,365 yen1,365 yen   

存在感ある手織りマットは深みのある

配色で家具を引き立ててくれます。織

り模様やサイズが多少異なる場合が

ありますが、風合いをお楽しみくださ

い。キッチンマットサイズもあります。 

デスククロックデスククロックデスククロック（高さ約（高さ約（高さ約151515㎝）㎝）㎝）   

レッド・アイボリー・カーキ・グレーレッド・アイボリー・カーキ・グレーレッド・アイボリー・カーキ・グレー   各各各2,100 yen2,100 yen2,100 yen   

文字盤の角度を変えられるので、デ

スクやベッドサイドで役立ちます。セン

ス良いレトロな印象でギフトにもオス

スメ☆アラーム機能付きなのも嬉しい

ですね。カラーは全4色です。 

クールスカーフクールスカーフクールスカーフ   

アンカーチェック・ペイズリーアンカーチェック・ペイズリーアンカーチェック・ペイズリー   各各各999222444   yyyeeennn   

巻いた時に首の裏に当たる部分に高

吸水繊維が入っていて、スカーフを水

で湿らせて巻くとクールダウンできま

す。消臭機能付きで、汗をかきやすく

なるこれからの季節にピッタリです。 

虫除けバンダナ（虫除けバンダナ（虫除けバンダナ（525252×××52 52 52 ㎝）㎝）㎝）      

ファーム柄・ネイティブ柄ファーム柄・ネイティブ柄ファーム柄・ネイティブ柄   各各各945 yen945 yen945 yen   

虫が嫌がる成分を人工的に再現し防

虫効果を施したこのバンダナを首や

腕、バッグ等に付けておくだけで虫除

け効果があるそうです。洗濯OK！妊

産婦さんや乳幼児、ペットにも安心。 

アクティブアクティブアクティブ15+15+15+   マヌカハニーマヌカハニーマヌカハニー   

500g500g500g   6,500 yen6,500 yen6,500 yen   

胃や喉の調子を整えたり、火傷やすり

傷を殺菌、ピロリ菌を抑制するなど優

れた効能を持つマヌカハニーをご存

知ですか？食べ方は普通の蜂蜜と同

じ。健康維持の為に始めてみては？ 

Tente porteTente porteTente porte   ティッシュティッシュティッシュBOXBOXBOXカバーカバーカバー      

各各各1,575 yen1,575 yen1,575 yen   

付属のストラップで縦・横どちらでも吊

るせて、長さの調節もできます。車の

シートのヘッド部分にかければお出掛

けの際にも役立ちますね。味気ない

BOXも可愛くチェンジ♪ 

ｰ 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

6月発売予定 

ＢＢＱインスタントグリルＢＢＱインスタントグリルＢＢＱインスタントグリル   

燃焼時間の目安：約燃焼時間の目安：約燃焼時間の目安：約111時間時間時間303030分分分   630 yen630 yen630 yen   

手軽にバーベキューを楽しみたい方

にオススメなのがこちら☆コンロに着

火剤と燃料がセットになった使いきり

グリル。屋外専用ですが非常用として

常備しておきたいひとつです。 


