
 
私に言わせて！ 

原村からエコーラインを蓼科方面へ走ると北山芹ヶ沢西交差

点ところにあるcafe“ゆるやかな時間”。以前から気になって

いたので、この度取材してきました！ 

店内は心地よいクラシック音楽が流れ、大きな窓からは八ヶ

岳を一望できるロケーション。オーナーさんは、このカフェが

地元の方と来荘する方の交流の場になればいいなと思い、このカフェを始めた

そうです。別荘者向けに畑も貸し出していて、カフェでは野菜の作り方や採れた

野菜の話題で話が尽きないそうです。メニューにも野菜が多く使われており、サ

ラダ感覚でペロッと食べれちゃう“季節のサラダピザ（800円）”や“自家製トマト

ジュース（400円）”がオススメ。こだわりのコーヒーは、ウォータードリップでゆっく

り抽出。コクのある澄んだ香りのコーヒーがいただけます。運が良ければ立派な

サーバーで抽出しているところを見る事が出来ますよ。更にオーナーさんが鹿児

島県枕崎の出身ということもあり、海のない長野でも美味しいカツオを食べてほ

しいとカツオを店頭販売中。もちろん、カフェにも“かつおシラス丼（1200円）”など

カツオの使ったメニューもあります。是非一度足を運んでみてください。 
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Column 山の便り 

スタッフの回答は… 

K.Y : ①あいさつした ②何かな ③局長 

K.H : ①シェイクハンドした ②うれしい ③母 

K.N :①慌ててひっくり返った ②わあ～♪うれしい ③松坂さん（業者さん） 

A.Y : ①ヒゲを取った ②やばい～うれしい～!! ③友人 

A.K : ①笑いながら後ずさり ②“ありがと”と微笑む ③高柳さん（お客さん） 

K.H : ①「わっ」て驚いて知らないフリをした ②すごくうれしかった ③お父さん 

①クリスマスの日、あなたは会ってはいけないサンタクロースに

会ってしまいました。あなたを見て驚いたサンタさんは、いったいど

うしたでしょう？ 

②家に帰ると、サンタさんからプレゼントが届いていました。サンタ

さんからのプレゼントを見て、あなたはどう思いましたか？ 

③部屋に入ると、サンタさんがあなたを待っていました。おひげを

とったサンタさんは、あなたの知っている人でした。サンタさんは誰

でしたか？ 

山梨県北杜市在住 柴犬 

written by 矢崎源吉 さん   

今回の心理テストの結果でわかるのは… 

①のサンタさんがとった行動は、買い物をした際に過剰におつりをもらった時の 

  あなたの行動です。 

②のプレゼントに対する感想は、今の給料に対するあなたの評価です。 

③おひげをとったサンタさんは、あなたがお金持ちだと思っている人です。 

STUFFROOM  ～スタッフの本性を暴け！～ 

ひがし ケン くん  1歳9ヶ月 

 

そんな寒がりのケン君

も外で良い子にパパを

待っていたら、ご褒美

に美味しいオヤツが貰

えるかも!?薄

く柔らかで小

さな子も食

べやすい♪ 

 

■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。 

   寒いのが苦手だから 

薪ストーブの前で 

丸くなっているのが 

大好き   

うすぎり鶏のテリーヌ \336 

皆さん、鍋の季節ですよ～♪ 

私が今、ハマっているのは、その鍋との

相性バツグンの柚子こしょうです!! 

ゆずの風味と青唐辛子が絶妙にマッチ。 

癖になる大人の味になります。 

最近では鍋料理以外にも 

マッチするか色々試し中… 

パスタやドレッシングなどにも 

合いそうです。（文：矢崎） 

「ちょっと、ちょっと皆起きてよ、大変よ、大変」。何時にない

慌て方で、姉が皆を起こしまわりながら叫んだ。つづいて

母も「亡くなったじいちゃんがおれの枕元に立ったよ、【早く

起きろ…】と云ってな。」兄は慌てて次の間の蚕部屋から居

間へと続く板戸を開けた途端、「大変だ！部屋が燃えてい

るぞ…早く水だ！水！」。こたつも座布団も、何もかもが無く

なってしまっている部屋を目のまえにして、皆唖然と座りこ

んでしまった。初めて目にするわが家の床下の光景は異様

だ。吹き上げる風は一面に張られた黒いくもの巣と裸電球

を幽かに揺らしている。敷かれたむしろと、床板は文字通り

灰塵に帰って、僅かに焔を上げている。 

当時小学生だった私は遊び仲間の家から、夜おそく帰っ

て、冷え切った体をあたためようとこたつの灰を十能で

ごっそりかき上げ、灰を元どおりにしてから布団にもぐらな

かった為、火事になってしまったのである。これでは大事に

至らない方がおかしい。障子ぎわギリギリまで燃えて、障子

に火が移らなかった 

事は奇跡だった。 

爺ちゃんが知らせて 

くれなかったなら、私 

の人生もどう変わっ 

ていたか判らない。 

LampLighter LampLighter 

HAPPY 

福 袋 

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宜しくお願い致します 

☆原村店情報 1/2（木）朝10時より初売りSTART！ 

 ZAKKA HAPPY 福袋10,500円（税込） 30個限定 

 キッチンアイテムやステーショナリー、服飾小物など総額3万円以上を詰め込みました。 

 気になる中身の目玉商品は、両手圧力鍋（3.5リットル）定価14,175円と 

 リサイクルウールストライプマット（90×150㎝）定価9,975円です。この2点は必ず入ってます!! 

 また初売り特価商品もご用意してお待ちしておりますので、是非ご来店ください。 

 福袋並びに初売り特価商品はなくなり次第終了となります。 
 

 ■年末年始の営業日変更について…通常営業とは若干変更になりますのでご注意ください。 

  【原村店】 営業時間：10-18時 / 定休日：火曜        【蓼科店】 営業時間：10-17時 / 定休日：水曜、木曜 

  年内･･･12/24（火）、12/31（火）は営業いたします。     年内･･･営業時間並びに定休日に変更はございません。 

  年始･･･2014年1/2（木）10時より営業いたします。       年始･･･2014年1/2（木）10時より営業いたします。 

   ➡1/7（火）は通常通りお休みをいただきます。          ➡1/6（月）を振替休業とさせていただきます。 
 

 ■2月の休業日について…ご迷惑をお掛けしますが、予めご了承ください。 

  【原村店】 臨時休業日：2/3（月）・2/5（水） ※2/4（火）の定休日を含め3日間クローズです。 

  【蓼科店】 冬季休業期間：2/1（土）-2/28（金） 
 

 ■当社主催イベント「キノコ狩りハイキング2013」開催報告 

  去る10月8日（火）にキノコ狩りハイキング2013を開催しました。 

  気持ちのよい秋空の下、キノコを探しながら山歩きを楽しみ、キノコだけでなく 

  栗や鹿の立派なツノなんかも発見!! 

  キノコ豊作年でジコボウやクリタケなど昼食のキノコご飯とキノコ汁だけでは 

  使いきれない位、収獲することができ、お腹いっぱい食べることが出来ました。 



 煙突自体に関していえば、やはり10数年前の煙突はその

品質の精度や技術が低いこともあって、溶接やシーリング

（防水処理）の一部分がめくれたり、取れてしまったり、さらに

は煙突同士の接続が不十分であったり…と色々な症状が出

てきており、それらが要因となって、結果的に煙突自体を改

修せざるを得なくなっていることも事実としてあります。 

 特にここ数年で目立つ改修事例が溶接部や接続部からの

漏水とそれに伴う断熱性能の低下によるもので、当然断熱

性能が落ちれば煤の付き具合にも影響してきますし、さらに

は安全性の低下にまで直結してきますので注意が必要とな

ります。しかし残念なことに注意が必要だとはいいながら、特

に断熱二重煙突は外見上では明らかな症状が出にくく、目

視だけでの判断が難しいところもありますので、実際に何か

しらの症状が出てきたところで対処しているのが現状です。 

 重要なのはやはり定期的にメンテナンスを実施し、兆候や

症状が出た時に早期に対応することがポイントで、そして何

よりも薪ストーブユーザーの皆さんが「煙突

も薪ストーブも工業製品ゆえ壊れないという

ことはない。」「いずれは煙突も改修しなけ

ればならない」ということを常に頭の片隅に

入れておくべきなのかもしれません。 

                    （文：中野） 

 前回、薪ストーブの焚き方や焚くモノ

によって煙突の劣化や破損を招くことに

ついて説明しました。 

 そこで今回は、煙突の劣化や破損につながる原因として考

えられる2つ目、ズバリ“煙突”という製品自体について説明

したいと思います。 

 “煙突”という製品は、最近ではレーザー溶接などによる技

術革新や内部に充填されている断熱材の品質が格段と向

上しており、その煙突性能の変化には目を見張るものがあり

ます。 

 しかし、シングル(一重)煙突でも断熱二重煙突であっても、

当然ながら人の手によって、様々な工程を経たうえで加工さ

れた工業製品であることはいうまでもありません。そしてその

一方で、電化製品や自動車などと同様に耐用年数には限度

があり、製品技術上の劣化や性能の低下が生じてくることを

忘れてはいけません。 

(もちろん薪ストーブも一生モノではないですよ。) 

 

薪ストーブ 

通信 

 やろう、やろうと思っていた初めての煙突掃除は秋に入ってもなかなか手を付け

ることができません。理由といえば色々とありますが、まず第一に我が家にはいい

体格をした30半ばの息子が同居していること。私の中では【煙突掃除なんて言うの

は男手の仕事であり、この30半ばの息子が気を利かせて自らこなして当然のこと】

なのです。が、ここで問題なのが器用さと、運動神経の有無。この息子の不器用さ

と運動神経の無さと言ったら中々のもので、彼一人に最初から任せるには相当な

不安があります。 
 

 第二に傾斜のある屋根で筒を扱うために必要な道具。脚ごとに長さ調整の利く脚

立購入。掃除道具はストーブハウスのお姉さんに我が家の煙突の寸法等を伺いな

がら揃え、第二の理由はここでクリア。さて任せきれない彼でも居ないよりましと思

いあてにしますが、休みが合わず日々はどんどん過ぎてゆくばかりで、いつまでも

このままでは冬になってしまうと、気になり苦になり心は焦りまくりです。 
 

 サー、秋晴れの日に建築用の二重梯子を一人でガラガラと引きずり、何とか屋根

に掛け不安ながらも決行!!そうです。一人で頑張ろうと決めました。屋根に上がり

よーくみると煙突は1本ずつに分けることができそうです。1本の重さはどれ位ある

のだろう？分からないながらも、まず1本そうっと外して少し斜めに…なったところ

で。急にフワーっと風が煙突を仰ぎ揚げ、慌てて力を入れて抑えこみました。冷や

汗を垂らしながら「煙突が落ちなくてよかった」と安堵と同時に、やっぱりこれは息

子がやるべき！と思いを変え外しかけた煙突を元に戻し固定。梯子は掛けたまま

数日が経ちました。偶然休みが一緒になったある日、今度は2人で決行。 

「重いからね、十分おさえて」と私の言い分など耳たぶさえもかすらず

息子はさっさと作業を進めます。煙突を屋根から落とすこともなく、適

当ながらも無事済ませることができました。 
 

 本格的な寒さがやってくると今度は鍋奉行ならぬストーブ奉行の爺

が火の番を独り占めです。 

 

written by  伊藤 孝子  さん 

初めての煙突掃除 

薪ストーブの下やリアヒートシールド（ストーブ背面に装着されているカ

バー）の内側など、掃除機のホースが入らない隙間のホコリが気になった

ことはありませんか？そんな時にはこちらのブラシがオススメです。 

適度なシナリとキズがつかないやわらか山羊の毛先で、ホコリをゴッソリ

とってくれます。ストーブ周りだけでなく、年末の大掃除にも活躍しそう。 

伊藤さん、2重煙突は重いです。（1本

10kg程）煙突掃除は必ずお二人で行っ

て下さいね。ご主人（写真）もご満足そう

で、とても良かったです。これからも薪ス

トーブライフ楽しんで下さいね。 

             （スタッフ：兵藤） 

 

●雑貨は原村店のみの取り扱いになります 

お米を5kg保存できるバケツ。フタ裏

は防虫剤をセットできる様にと2重構

造になっていて、更にバケツの口に

引っ掛けられるフック付き。シンプル

で気密性の高いトタン素材です。 

老舗文具メーカーMILANから持ってい

るだけで元気になれそうな3カラー

（赤、緑、青）のポケットサイズ電卓が

届きました。8桁表示でキーもソフト

タッチ。消費税の計算にいかが？ 

体温を１℃上げることで免疫力は5倍

UPすると言われています。足先の冷

え対策として今年注目されているの

が重ね履き靴下。１枚目（絹100%）と2

枚目（綿100%）が5本指靴下です。 

乾燥する季節、保湿ケアにはコチラが

オススメ。無着色、無香料、防腐剤無

添加なので、安心してお肌全体にご

使用いただけます。青色の缶に入っ

たアロエベラ配合リップバームも◎。 

ピースをはめこむとピースの図柄に合

わせた音がなる楽しいパズルです。

写真の動物（Farm）の他に、動物

（Zoo）、乗り物、ミュージックがありま

す。単4電池2本使用（別売）。 

オシャレなツィードブランケットは、洋

服の上からスカートとして巻いたり、

肩に羽織って前でボタンを留めること

もできちゃう、万能ブランケット☆両サ

イドにはポケットが付いています。 

保冷性、保温性に優れた軽くて割れ

にくいマグカップ（約250ml）。チャムス

らしいカラフルな色使いと安定性抜群

の2つ穴の持ち手がポイント。バレンタ

インギフトにもオススメです。 

グラタンなどの温かい料理が恋しくな

る季節。ちゃちゃっとトースターで時

短・簡単・クッキングしませんか？ 

フッ素樹脂コーティングでお手入れ楽

チン。コルクマット付き。 

ｰ 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

ネコのシルエットがかわいい、人気ネ

コシリーズのNEWアイテム。それぞれ

の数字にネコが隠れている文字盤が

Cute♪懐かしい形の目覚まし時計で

す。ギフトにも◎。単3電池1本使用。 


