
発送元 ストーブハウス原村店 

〒391-0104 

 長野県諏訪郡原村5252-1 
 TEL:0266-79-6378 / FAX:0266-79-6375 

タイで受け継がれるデザート「ローイゲー

オ」にハマっています。塩をなじませた果

物にシロップをかけ、最後に砕いた氷を

加えて作ります。最近人気のペットボトル

飲料「ソルティライチ」のヒントにもなった

ようです。一般的なシロップの材料は、水

800㏄、グラニュー糖400g、塩小さじ2。焦

がさない様に混ぜながら火を加えます。 

私の場合、お湯を沸かしてシロップを作

る際、ミントの葉を入れて、爽やかにアレ

ンジ♪ひんやりサッパリしていて、甘さと

塩気がクセになります。果物によって塩を

なじませる時間を調整してください。 

熱中症対策にも◎。是非この夏、皆さん

も一度はお試しください！ 

                  （文：伊藤） 
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私に言わせて-!! 
New! 

 原村で美味しい海鮮を、しかもリーズナブルな価格で食べれるとの情報をお客

様よりいただき、気になっていた中央道原のパーキングエリアへ行ってきまし

た。こちらのPAは、所謂「ふらっとパーク」。一般道からも気軽に利用可能です。

失礼ながら本当にこんな田舎のPAで美味しい海鮮が食べれるのか半信半疑の

まま入店すると、近くに海があるのかと思うような海鮮メニューのラインナップ！

中でも目を引いた豪快市場丼910円をチョイス。マグロ、サーモン、イカ、シラス、

イクラ…特にネギトロが実に美味い!!（次回はネギトロ丼にしようと心に誓ってし

まったくらい。笑） 

 忙しそうな店長さんに取材許可と共にお話を聞い

たところ、松本に本社をおく、王滝グループの事業所

のひとつだそう。提供している海鮮は築地からの直

送。築地仲買業者だからこその鮮度と価格に納得。

間違いない美味さです。繁忙期や夜遅い時間に行く

と品切れになっちゃう事もあるそうです。 

皆さんも機会があれば是非食べてみてください。 

K.N：十五穀米とゴロゴロ野菜の具沢山豚汁で決まりです。雑穀米は

栄養バランスに優れ、満腹感を得られます。そしてうちの豚汁には

キャベツが沢山入っているのです!皆さんもキャベツ入れてみて!! 
 

Y.M：食欲がない時はやっぱり「そーめん」。梅肉2個分、みょうが

1ヶ、青ネギ適量、白ごま少々を麺つゆと共にぶっかけで食します。 
 

T.M：「中華風きゅうり漬け」です。たたいたきゅうりと大根をビニール

袋に入れて、調味料（ごま油、しょう油、唐辛子、こしょう、鰹節）と一

緒にもむだけ簡単、サッパリ味です。ご飯もお酒も進みます。 
 

A.E：生まれ故郷会津の郷土料理「セロリ漬け」。セロリや人参、きくら

げ、糸コン（白）、そして乾物のカワハギと棒たらを、煮立てた甘酢に

漬けたもの。これさえあれば、食欲のない夏も乗り切れます。 
 

E.H：私はアレンジ素麺！キムチ、きゅうり、麺つゆ、コチュジャン、ご

ま油などを混ぜて食べる「ビビンそうめん」。沢山食べれます♪ 
 

R.I ：レタスにきゅうり、水菜など野菜をたっぷりのせ、胡麻ダレをか

けたサラダうどん。麺つゆにすだちを絞っても◎！ 
 

K.Y：ジジイの四方山話フルコース。メインは楽しい会話のロースト。

デザートには洒落たジョークのシャーベット。このレシピなら食欲がな

い時に何でも美味しく食べられます。 

 
 

STAFF ANSWER ABOUT THE TITLE 

■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。 
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のっけから固い話で恐

縮だが、【エントロピーの

法則】というのをご存じ

だろうか。熱というのは、

熱い方から冷たい方へ

戻ることなく一方的に伝わり平衡状態に至るという熱伝導

の不可逆性をいうものである。卑近な現象になぞらえれ

ば、薪は燃えて鋳鉄を熱しつつ灰になっていく一方で、熱

は部屋の空気を暖めるが次第に全体に伝わって冷めて行

き、またCO2を排出して灰になったものが薪に戻ることもな

い…・・・。この不可逆性は、熱力学を超えて文明論などにも

暖用されて論じられることがあるそうだ。ところがある日の

新聞記事を目にしてウムと唸ってしまった。CO2と水素ガス

を或る特殊な管に通して反応されるとメタンガスが生成さ

れる、しかも変換率は90％という。云わば不可逆を可逆に

するものではないか!!CO2の還元をもっぱら葉っぱの光合

成に頼る人類にとってCO2排出削減に光明となる技術発

明に思えるからでもある。光合成作用

で折角固着された炭素を煙突からCO2

として排出する身には特に嬉しく感じら

れるのである。 

源吉さんに替わることになりました。 

よろしく。 

Column  written by  
 藤田廣己    山のトムさん 

LampLighter LampLighter 

☆原村店情報 8/8（土）より “O BON DA BARGAIN” スタート 

  今年も夏バーゲン開催決定！最大60％OFFの在庫処分セールです!! 

 ファッションアイテムを中心にスペシャルプライス品をご用意してお待ちしております。 

 更に期間中、2,000円以上お買い物をして下さった方には、お菓子つかみ取りのお土産付き♪ 

 セール品もお菓子も無くなり次第終了となりますので、是非お早目にご来店ください。 
 

☆オーナーズカードメンバー様限定 公開メンテナンス実施のお知らせ 

 日 時：2015年9月13日（日） 午前10時～（3時間程度） 

 場 所：ストーブハウス蓼科店 / 参加費：無料 

 内 容：実演メンテナンスは、VCデファイアント（#1940）にて行います。アンコール（#2550）につきましては、 

      展示品での説明となります。メンテナンス終了後にはQ&Aの時間を設けております。 

     事前予約は不要です。時間になりましたらメンテナンスを開始させていただきます。 

     他ブランド、他機種を使用しているオーナーズカードメンバー様でも参加はOKです。 
 

 ■夏期営業日変更について 

  【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 

  7/14（火）の定休以降、休まず営業いたします。       8/12（水）と8/13（木）は営業します。 

  ➡9/1（火）より通常通り 火曜日定休となります。      ➡翌週より通常通り 水、木曜定休です。 
 

 ■本誌 新コラム「山のトムさん」の連載が始まりました。 

  世界各地を仕事で飛び回った経歴を持つ、ワールドワイドな知識人である藤田廣己さんによる 

  コラムです。富士見町にある古民家を自ら手直しし、田畑を開墾し、薪ストーブと共にスタート 

  した第2の人生にも乞うご期待! 
  

  ■矢崎源吉氏による本誌連載コラム「山の便り」終了。全20話を自社印刷にて小冊子化決定! 

  7月18日（土）より店頭にて配布予定です。店頭スタッフにお声をかけてください。 

  無料にて差し上げます。 



 当社の煙突改修事例では、建物の棟から離れた場所（軒

に近い場所）に立っている煙突で受足によるブレ止めがつい

ている物件のほとんどは、雪害によって煙突を倒されている

か、傾いてしまったりしています。 

 その雪害対策としては、先ず屋根上の受足を外してしまい

ます。そして新たに室内で支持をとるようにします。屋根上の

受足を外す事により雪が直接当たる事もなく煙突への影響

が出づらくなります。ただし、煙突を出している部分よりすぐ

上の屋根部分に雪割を設置することが必須条件になりま

す。雪割が無ければ雪が煙突に直接当たってしまい、こちら

もまた煙突が倒れる原因となってしまうからです。煙突を立

てる上で重要な固定部分は屋根面下の補強にしっかりと固

定しているので、これらの支持部材はあくまでブレ止めにな

ります。煙突を支える部分が１ヶ所補強に固定されていて、

ブレ止めとして室内で１ヶ所支

持をとる事でより強固な施工と

なります。 

ここ数年の異常気象は予測も

つかない状況です。煙突が気

になるお客様はお気軽にご相

談ください。 

（文：望月） 

 薪ストーブのメンテナンスの際、煙突

の掃除をするために屋根上に上がると

煙突のブレを止めるために屋根面と煙

突をステンレスの棒状のもので止めてい

るのをよく目にします。正式名称は受足、又はルーフブレイス

などと言います。これらは本来、煙突のブレを止めるための支

持棒になっているのですが、近年この受足が原因で煙突が倒

れてしまうという事例が何件か起きています。 

 倒れてしまうと言ってもただ自然に倒れ

るわけではありません。多くは雪害によ

るものです。雪が屋根上に解けずにしば

らくの間、残ってしまっていたり、一度に

どっさり降ってしまった雪の重みをそれら

棒状の受足で雪を塞き止めるように受け

てしまうのです。（これらの煙突被害は屋

根の種類や勾配、日当たりなどによって

も状況は違います。）  

薪ストーブ 

通信 

 

written by  安川 薫 さん 
暖地ストーブ愛好家 

ご近所さんかの様に、湘南からよくご来

店してくださる安川さんご夫妻はいつも

仲良し。暖地での薪ストーブライフを満

喫されているのがとても伝わってきます。 

安川さん、シチューや煮物も良いけれ

ど、ピザも是非お試しください!!（中野） 

コ
コ
が
ポ
イ
ン
ト
！
 

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 

オフシーズン、薪ストーブの湿気対策のポイントは、ドアをロックせずに少し

ゆるめておくことです！換気もでき、サビ予防にもなります。（ダンパーがあ

る機種はダンパーは開けた状態です。）さらにガスケットロープが押し付けた

ままにならないのでロープの寿命も長くします。オフシーズンには、薪ストー

ブも心地よくなるメンテナンスを是非やってみてはいかがでしょうか。 

暖地ストーブ愛好家の安川です。(湘南の街中) 

元々我が夫婦はキャンプでの焚火が大好きで直火の出来るキャンプ場を求め遊んでい

ました。15年程前のある日、蓼科へ旅行に行き偶然ストーブハウスで薪ストーブに出

会ってしまいました。店内には各メーカーのストーブが所狭しと設置されていました。あ

れよあれよと時が過ぎ、何とストーブ大学を優秀な成績で終了していました。 

最初は将来高原に別荘でも求めた時に…と、遠い夢の様な思いでした。花などの植物

を求め、山梨県から長野県に遊びに行ったついでにストーブハウスに寄り、雑貨などを

購入する事が多くなりました。ところがストーブ導入がジワジワ一人歩きし、何と自宅に

設置する事に…新築時ではないので既にソーラーパネル、床暖房のパネルが入ってい

たので煙突の位置がなかなか決まりません。厳格なスタッフは壁に穴を開ける煙突施

工なんて許してくれません。絶対のピンチ‼しかし普段の行いが良いせいで最適な位置

に屋根がズレていました。(減築の為) 

次に機種選定で悩み、我が家には大き過ぎると思ったのですが二人のお気に入りの赤

のアンコールを導入しました。最初の内は堅苦しい位に厳格にルールを守り焚いていま

したが、数年後からやっと肩の力が抜け薪の乾燥期間や火室温度などはシッカリ守り

ながらストーブライフを満喫しています。朝は床が冷たいのが嫌なので床暖房を最小限

タイマーで使用しているのでなかなか本気で薪を焚く事が出来ません。10本程度入れる

と軽く室温30度オーバーでドアを開けても不快になるほど暑くなります。裸足にTシャツ

です。苦労は、都市部なので隣近所を気にして、火を入れるのは朝早い時間帯と夕方

暗くなってから、極力煙を出さないよう努力しています。土地が狭いので薪置場も家に

数カ所に分散して置いています。煙突や薪を見た人に「何ですか?」と聞かれると冗談で

「薪釜ピザ研究所です」と、最近は「自然エネルギー研究所も併設して

います」と・・・ 

ストーブライフも早１０年が過ぎ、今ではストーブがある事が生活の一部

となり、夫婦共々心豊かな生活を送っています。まだ梅雨なのにシ

チューなどの煮物が大変美味しいので冬が来るのを首を長くして待って

います。 ●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。 

京都在住の型染め作家、関美穂子さ

ん描いたこけしの一筆箋と封筒。和紙

の様な柔らかな手触りの素朴な紙と

こけしのイラストが温かみを感じさせ

てくれます。一筆箋と封筒は別売り。 

ミツロウ、ハチミツ、レモン果実エキス

（保湿成分）配合のリップ美容液。グ

ロスや口紅下地、リップトリートメントと

して使え、ほんのりピンク色に色づき

ます。ハニーレモンの香りです。 

くしゅくしゅっとした素材が可愛いロン

グタオル。肌触り抜群で手によく馴染

み、水分をしっかりと吸収するのでタ

オルマフラーとしてもGOOD。白チェッ

クは綿100％、青チェックは麻混です。 

涼やかな音色と一緒にほのかに広が

る優しい香り。風をうける短冊の変わ

りに厚紙のエアフレッシュナーがつい

ています。蒸し暑い夏も少し快適にな

りそうな夏小物です。 

キッズサイズの夏HATが入荷しまし

た。大人顔負けのオシャレなデザイ

ン。頭の小さな方にもOK。帽子の内

側にサイズ調整が出来るヒモ付きで

す。（BODY:PAPER100%） 

木の素材感を活かしたナチュラルなク

ジラ型フォトフレーム。3つのガラス窓

には直径7cmの丸型の写真を入れて

楽しむことができます。夏の思い出を

オシャレに飾ってください。 

ポケットサイズのCuteなTシャツは携

帯用芳香剤。虫が嫌がる天然シトロ

ネラ精油配合。衣類にサッとひと吹き

すると、爽やかなレモンに似た香りが

広がります。夏のお出かけにどうぞ。 

英国老舗ガラスメーカーKILNER社か

らハンドル付きJARが登場。煮沸も出

来るソーダガラス製で、においも残り

にくいですよ。フラワー型にくり抜かれ

てたフタも◎。お家でカフェ気分を♪ 

ー 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

どこか懐かしいデザインのオールド

カッパーシリーズに今年はポットが仲

間入り。30～40年ほど前の版を復刻

して、銅版印刷製法を用いて焼き上

げています。秋の夜長のお供に。 

曲名：We wish you a merry Christmas 

8月上旬 

入荷予定 


