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Column 山の便り written by 矢崎源吉 さん   

薪ストーブの中で焼いたピタパンを色ん

な具材をお好みでトッピングして食べるピ

タサンドが我が家の子供たちに大人気!!

です。 

ピタパンとは中近東で食べられている平

たく丸いパンのこと。焼くと中が空洞に

なって膨らみ、それを半分に切ってポケッ

ト状に開いて具材を詰めます。 

レタスやスライスオニオン、ピーマンなど

を入れて軽くチーズをまぶして好みのド

レッシングをちょっと…、次にメインの照り

焼きチキンやピリ辛なチリコンカーンなど

を入れて大きな口でかぶりつくのがピタ

サンドの醍醐味です。ちなみに私の一押

し の 具 材 は 何 と

いってもスモーク

サーモン!! 飽きの

こないサッパリした

味なのにほのかに

香るスモークが何

とも絶品です。 

（文：中野） 

〒391-0211 長野県茅野市湖東3208 TEL&FAX0266-75-5522 http://tosenbo-suguri.com 

SHOP NAVI SHOP NAVI SHOP NAVI SHOP NAVI SHOP NAVI SHOP NAVI SHOP NAVI SHOP NAVI SHOP NAVI SHOP NAVI 

私に言わせて-!! 
New! 

今回は、古民家をリノベーションした素敵なCafeがあると母に勧められ、行っ

てみることにしました。八ヶ岳の麓、須栗平という集落の中に凛と佇むCafé＆

ギャラリー。地元の作家さん達で古材や廃材を利用して古民家を改築したそ

うです。入口からなんとも味のある雰囲気。店内もどこか懐かしさを感じる落

ち着いた空間になっていました。土間では若手作家さんの陶芸作品がずらり

と並んでおり、一部の作品は販売もしています。 

カフェスペースには薪ストーブがあり、薪ストーブの前にあるソファ席に陣取

りランチタイム♪下の写真は“陶仙房石窯パンプレート（800円）”。立科町に

ある同グループの“クラフトヴィレッジ”内で焼かれた石窯パンが、奥深い風

味ともっちり食感でとても美味しかったです。また“古

代米おにぎりプレート（800円）”もバランスが良いプ

レートで女性に人気がありそう。デザートにはベイク

ドチーズケーキとオーガニックコーヒーがオススメで

す。思わず時間を忘れてゆっくりしてしまう空間に

なっています。皆さんも癒しのひと時を是非どうぞ。 

K.Y：縄文パワーです。なぜ何千年も縄文時代がこの地域に続いた

かを考察すると、求めるものの答があるような気がします。 
 

K.N：諏訪湖に八ヶ岳、温泉に地酒…こんなに沢山の観光資源があ

るのに駅や街に寂しさを感じるのは自分だけ？もっと活気やエネル

ギーの溢れる地域づくりができないものだろうか。 
 

Y.M：イ○ンのような大型ショッピングモール。衣料品や食料品などま

とめて購入出来、散歩感覚でお買い物が楽しめるから。 
 

T.M：自然を活かし、もっと子供が遊べる施設を作ってもらって、若者

に魅力ある地域になってほしい。 
 

A.K：駅前の活性化希望！よその地域に行くと駅ビルやデパ地下、

駅周辺のお店を散策するのが楽しいのですが、この地域は楽しくあ

りません。電車での観光客も増えてもっと賑やかになる事でしょう。 
 

E.H：飲食店などの営業時間の拡大！行きたいお店が閉まっていた

り、もうラストオーダーの時間なの?!ということがあるので（笑） 

STAFF ANSWER ABOUT THE TITLE 

あと一週間もすれば、雪が舞い出すだろう。それ迠には頑

丈な柵を張りめぐらしておかなくっちゃ・・・とランプライター

前号「山の便り」で締めくくって年を越したが、どうも私の考

え方が甘かった様である。今年の「鹿の群れ」は昨年迠の

ソレとは随分と違っていて、頭数も多く選りぬきの精鋭部隊

とでも云おうか、粒揃いの体躯をしている。夏から準備をし

ておいた石ころの山も低くなり、棒切れを振り廻しても、怒

鳴り声を張り上げてみても、素知らぬ顔で残った背の高い

イチイの幹を噛っている。腰丈け程に刈りこんだ自慢のイ

チイの植え込みは、昨年のうちに全滅し、五葉松、樅の木

等の針葉樹は大丈夫だろう・・・と思っていたが、これも又、

二月に入ってから、皮ばかりか、中の白い木質部分にまで

鮮やかで鋭い歯型を刻み込んで噛って了っている。 

「もう駄目だ。これ以上頑張れん・・・持病のウツ病が出て来

そうだ。」・・・・・・と本気で思っている。キノコ狩りで楽しんだ

裏山にも皮を剥がれた裸木が垣間見られる。 

 Man is not made for defeat! 

■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 

☆両店共通情報 4/11 （土）-5/11 （月） WOOD STOVE SPRING FAIR 開催決定！ 

 当社取り扱いブランドであれば、薪ストーブ本体価格が定価より30％ＯＦＦとなる年に1度のたいへんお得な 

 フェアがやってきました!! 数量限定となりますが50％OFFの機種も多数ございます。詳細チラシがございます 

 のでお気軽にお問い合わせください。オーナーズカードメンバー様は是非“ご紹介制度”をご活用ください。 
 

☆原村店情報 4/25（土）より“MOTTAINAI BARGAIN” スタートです！ 

  今年もバーゲン開催決定。新品や未使用品だけどキズやカケなどがあって 

 通常販売が出来ないものたち。MOTTAINAI BARGAINではそんな訳あり難あり 

 商品が店頭に並びます。ウッドストッカーやスティーマーなどの薪ストーブ用アイテム 

 も少し準備が出来ました！数に限りがございますので、お早目にご来店ください。 
 

 ■ゴールデンウィーク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 

  4/21（火）の定休以降、休まず営業いたします。       4/26の週と5/3の週は木曜、金曜休みに変更します。 

  ➡5/12（火）より通常通り火曜日定休となります。      ➡5/10の週より通常通り水、木曜定休です。 
 

 ■本誌「Lamp Lighter」 この春より少しだけリニューアルしました。 

  表紙のイラスト➡今年の表紙を描くのは、当店で販売している手作りアクセサリー「mischievous-ミスチフ-」の生みの親、 

  倉光さんです。女性らしい柔らかなタッチと色彩で独自の世界を表現します。今後もお楽しみに♪ 

  原村店にお越しの際は是非、倉光さんのピアスやネックレスなどのアクセサリーもチェックしてみてください。 

  NEWコーナー➡「STOVEMANのワンポイントアドバイス」が始まりました。 

  知らなくても大丈夫かも知れない、けれど知ってたらもっと快適に薪ストーブライフが送れる様な情報を発信していきます。 
 

  ■薪ストーブをご使用のお客様へ 

  間もなく薪ストーブシーズンが終わります。これからも薪ストーブを安全にご使用いただく為に煙突掃除やストーブ内の点 

  検など定期的なメンテナンスは欠かせません。どこかしらに不安がある方はもちろん、設置してから1度もメンテナンスを 

  せずに10年以上経過した薪ストーブは特に心配です。秋口は混み合いますので、お早目にご予約ください。オーナーズ 

  カードメンバー様は本誌前号に同封しました「2015年薪ストーブメンテナンスサービスチケット」を是非ご活用ください。 



 薪ストーブという火を使う商品を提供する立場からしても

100％大丈夫ですということは言えません。しかし、法規に

則った薪ストーブと煙突の施工をしていれば、薪ストーブは

しっかりと煙突と固定されており本体が倒れるという事はほ

とんどありません。逆に薪ストーブの脚を炉台に固定すると

言った対策は、薪ストーブの脚が折れてしまうなどの危険を

及ぼしてしまうので適切ではありません。 

 日頃から薪ストーブの扉をきちんと閉めて使うといった基

本操作をし、地震の際は、揺れが収まっても周囲の安全が

確認出来るまでは、空気を最小まで絞り自然に鎮火させる

事が大切です。 

 また、2004年の新潟県中越地震で薪ストーブによる火災報

告の原因としてあげられている内容には、薪ストーブの上に

物が倒れたり、洗濯物がストーブの上にのって引火したとい

う事例があります。その報告からも言える事は、どちらかと

言えば、薪ストーブ本体というよりもストーブ周り

に注意を払う必要があるのではないかと考えま

す。 

 地震大国の日本で安心して薪ストーブライフを

楽しむには、ある程度の準備として消火器や消

火砂などあるに越したことはありません。 

（文：望月） 

 薪ストーブを設置したお客様から寄せ

られる声の中で、地震についてよくある

質問が、「地震が起きた時、薪ストーブ

は大丈夫なの？」、「火が建物に引火し

て火災にならないの？」などです。 

 地震が起きたらどうするか…先ずは身の安全の確保が大切

です。大地震による被害は主に建物の倒壊、倒壊からくる火

災、沿岸部では津波などですが、それら甚大な被害が出る大

きさの震災の場合は薪ストーブ単体というより建物自体の被

害が大きいと思います。 

 では、記憶に新しいところで、昨年の北信地域で起きた長野

県神城断層地震ではどうだったか、弊社のお客様でも数件で

すが薪ストーブが動いてしまったり、煙突が斜めになってし

まったというような被害報告がありました。幸い薪ストーブが

倒れ、火災が起きるような被害にはならず

に済みましたが、今後もっと大きな地震が

起きた場合は大丈夫なのでしょうか？ 

薪ストーブ 

通信 

 

written by  友枝 康二郎 さん 
私と薪ストーブの出会い 

八ヶ岳暮らし25年以上の友枝さんなら

ではの山暮らしの実体験に基づくライフ

スタイルは必聴です!! そしてデザイナー

としての感性とセンスが全面に溢れる心

地よい別荘デザイン、MORISHブランド

は当社も共感しています。（中野） 
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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 

皆さんは薪ストーブのガラスをどうやってキレイにしていますか？ガラスが傷

だらけになってしまう金属タワシで擦るなんて超ＮＧ！ガラスを外す事もオス

スメしません!!はめ直す際にススの破片が挟まったり、ネジを締めすぎちゃっ

たりして、ヒビが入る事もあります。ここは時間をかけて、専用のガラスク

リーナーとウエス（柔らかい布等）で優しく丁寧に拭き取ってあげましょう。 

 私が八ヶ岳ライフに憧れて原村にログハウスを建てたのが29歳の時でした。自己資

金＋30年ローンでしたので、山暮らしの定番ともいえる薪ストーブを入れる余裕も無

く、使用する暖房器具といえばファンヒーターで都度、対応していました。それから12年

後、念願かなって完全移住したのですが、私と薪ストーブとの初めての出会いは地元

の移住仲間の家に遊びに行った時のことでした。そこには薪ストーブがあり、部屋中を

包み込むようなその日だまりのような暖かさにとても感動した事を今でもよく憶えてい

ます。 

 薪ストーブは、灯油や電気の暖房器具とは暖かさの質が段違いであることを身を

もって実感し、それから考える間もなく我が家に緑色の薪ストーブを入れました。家の

中でユラユラと燃える炎を眺めているだけでも癒やされるし、やはり段違いに暖かい！

そして調理も出来る！ダッチオーブンを熾火になった火室に入れて、ピザやタンドリー

チキン、ハンバーグなど、炭火で何とも旨い！焼き魚も美味しいし、煙やニオイは煙突

から外に出ていくので、部屋が臭くならない。 

ル・クルーゼに野菜と肉とコンソメを入れておけば、夕方には美味しいポトフが出来上

がっている。八ヶ岳の凍えるような寒い冬も、家に薪ストーブがあれば快適で楽しくな

る！もはや、薪ストーブの無い生活は考えられない程になってしまいました。  

 我が家はHeart Villageというフェルトアートとクラフトのお店もしていて、そこにもバー

モントキャスティングスの赤いイントレピットⅡを入れました。寒い冬は、その暖かさを

求めてお店に買い物に来てくれるお客さんも居るほどです。 

生業であるMORISHという田舎暮らしプロデュースのサロンが近く完成する。そこには

ノルウェーの薪ストーブ、ヨツールＦ500を入れようと思う。 

そして何よりもMORISHのデザインする別荘には薪ストーブは欠かせない設備となって

いるのです！ 

●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。 

妊娠中の貴重な思い出を綴るアルバ

ムは、タイトルに添ってエコー写真を

入れたり、コメントを記入したり、忙し

い中でも楽しく続けられそう。後に子

どもの貴重な記録になることでしょう。 

木曽ヒノキから抽出した蒸留水と天然

精油のみを使用したフレッシュウォー

ターは、キッズやペットのいる家庭で

も安心。消臭だけでなく、まな板除菌

や観葉植物の虫除けにも使えます。 

環境にも優しいコルクを使用した足入

れの良いスリッパ。弾力性があり柔ら

かく、快い保温性もあるので、季節を

問わず心地よい履き心地です。ぜひ

素足で履いてみてください。 

ネコ好き必見！持ち手部分が肉球に

なったキュートな泡立て器がもうすぐ

入荷しますよ。毎日の料理が楽しくな

りそう♪他にもネコシリーズの新作が

ありますのでお楽しみに。 

首英国の伝統柄、ウィリアム・モリス

の装飾植物パターンを上質な牛革に

施した奥深くエレガントなシリーズ。シ

ンプルでありながら機能性抜群。新社

会人の方への贈り物にもオススメ。 

優しい触り心地で、使い込む程に馴

染むリネン素材の首掛けエプロン。

アースカラーが素敵です。シンプルな

デザインなので男女兼用OK。母の日

のギフトにもオススメです。 

衝撃や温度変化に強く、見た目も可

愛いバケツは、なんと3年保証付きの

自信作！掃除だけでなく、アウトドア

シーンで活躍間違いなし。目的別にカ

ラー違いで買い揃えましょう♪ 

巷で人気のCHUMSサングラスが入荷

しました。夏のオシャレ＆紫外線対策

に、チャムスらしいＰＯＰなデザインの

サングラスはいかがですか？アクセ

サリーとしても使えるデザインです。 

ー 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

BBQコンロの新作は、ＵＦＯみたいな

ぽってりとした丸みがポイント。脚を広

げるだけで、どこでも簡単にセッティン

グＯＫ。蓋を利用すれば、手軽に燻製

作りも楽しめます。艶消し塗装です。 

曲名：We wish you a merry Christmas 

6つの香り 

・ヒノキ 

・パルマローザ 

・ラベンダー 

・ユーカリ 

・ベルガモット 

・レモングラス 

5月上旬 

入荷予定 

5月上旬 

入荷予定 

5月上旬 

入荷予定 


