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サクサクのいか天の食感にさっぱりレモ

ン味（瀬戸内レモン使用）のお菓子「れも

んいか天」をご存知ですか？おつまみ

のイメージが強い“いか天”をあまり食べ

る機会がなかった私ですが、酸っぱい

物が好きなので、レモン味というワード

に惹かれていざ実食！口に入れると「結

構酸っぱい!!」が第一感想。でもレモンの

酸味とイカ天の旨味のバランスが絶妙

で、後味引く美味しさにすっかり虜に

な っ て い ま い、「も う 1 枚、あ と 1 枚 だ

け…」と手が止まらず病みつき中。 

今年は猛暑と言われていますが、夏の

暑さも爽やかなレモン味で乗り切りたい

と思います♪（文：伊藤） 
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私に言わせて-!! 
New! 

K.N：自分はどんな人間であるべきか、どうあるべきかをいつ

も上から見続けている存在が僕にとっての山です。 
 

Y.M：毎日目にしない事が無い、当たり前のようにあるもの。

私にとって山は登らず見る物です。（笑） 
 

A.E：いつも身近にあるもの。身近ではなくなった時にその存

在の大きさに気付くのかもしれません。たまには山の恩恵に

感謝しなきゃいけませんね！ 
 

R.I ：あまり登山をしない私にとって山とは景色です。 

遠出した帰り道に八ヶ岳等が見えてくると“帰ってきたな～”と

思います。 
 

S.A ：「癒し」です。お店からみえる八ヶ岳は毎日違う顔をして

いて、とても癒されます。いつか登山デビューしたいです！ 
 

M.N ：山＝八ヶ岳！眺めるだけで元気になれる。いつか山の

上で満点の星空をみたい!! 
 

K.Y：山と言えば赤岳です。人生で最初で最後の登山でした。 
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小淵沢駅を降りて左へ約1分、商店街の中の一角にこじんまりとした佇まいのお

店があります。店の名は、BUGABOO（バガブー）。実は薪ストーブを店内へ設

置している時からどんなお店になるのだろうと気になっていたので取材に行って

来ました！席数は少ないものの雰囲気の良いカウンターもあって、落ち着いた

色調の店内は、大人の夜の雰囲気を感じさせます。ビストロというだけあってワ

インとそれに合うメニューが載っています。オーナー曰く、「とにかく“美味しい”と

いう料理、そしてワインに合う“しっかり”とした料理を提供したい」との思いでこ

の春にオープンさせたとのこと。こだわりは自家製のシャルキュトリー（＝肉から

作る加工食品）で、ハムやソーセージ、ベーコンなど全て自家製で提供していま

す。ランチではシャルキュトリーを盛り合わせた前菜とメイン（7種類より1つチョイ

ス）にパンとドリンク付きで1,500円前後（メインによって異なる）。今回は富士桜

ポークのグリル、焦がしバターソースを頂きましたが、ワインを欲するその味に、

車で来たことを大いに後悔。駅から徒歩1分の立地がゆえ、バガブーの味とワイ

ンを求め、電車でいらっしゃる方も多いそうです。沈みゆく西日の光を浴びなが

ら、ワインを片手にのんびりとした時間を過ごされてみてはいかがでしょうか。 

 

 【祭りの後】 

御柱の祭りも終わった。今はご神域に新たな御柱が静かに佇

んでいる。しかし祭りの光景は人々の心に鮮明に残っている。

なにしろ７年ぶりだから。先般テレビで特集番組があって余韻

にひたる一方、次の御柱祭は…とつい想いを馳せてしまう。

７年後のことを言えば鬼に叱られそうだがここは許してもら

おう。あれだけの壮大な祭りは膨大なエネルギーと相当の資

源を充電蓄積しなければ出来ない。その準備には干支12年

の半分でも足りなそう。御用材は百年以上かかっているのだ

から。だから祭りの終わりは次への準備の始まりといっても過

言ではない。ひるがえれば今次の祭りは百年前或いはそれ

以前からの人々のおもんぱかりの蓄積(すなわち伝統伝承)

に拠り可能となると同時に、関係筋の人々は百年後をも顧慮

しつつ祭りの運営にあたっていたはず。平成丙申の年に百年

前と百年後が同時現象するのを見たように思えるのである。

そのような人々の営為がなんと千数百年にも亘り連綿と執

行されていることに想いを馳せると圧倒されずには居られな

い。それは奇跡にも匹敵する。同じ年、海の向こうでは、国家

統合という人類史上稀有な実験が英国の国民投票結果によ

り50年もたずに頓挫しかねない情勢だ。同列には論じられな

いが、この諏訪の地で郷村挙げて営々と執り行われてきた

御柱祭の偉大さを感じつつ梅雨空に余韻を味わっているの

である。  

■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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☆原村店限定 O BON DA BARGAIN 2016年8月10日（水）より スタート 

  恒例となりました夏のバーゲン開催決定。主にファッションアイテムを中心にＭＡＸ70%OFF 

 にてご提供します。春のバーゲンより更にプライスダウン↓早い者勝ちですよ～☆ 

 更に8/10（水）～8/16（火）の期間中、2,000円以上お買い物をしてくださったお客様は 

 三角クジにチャレンジしていただきます。ＳＨオリジナルステッカーやバルーン、マグカップと 

 いったノベルティグッズをはじめ、非売品のレアグッズが当たるかも！？ 
  

☆原村店限定 外テント古着コーナーまとめ買いセール 8/1（月）～8/31（水） 開催します！ 

 上記期間中に限り、外テントの古着を5着以上まとめてご購入していただくと、レジにて半額に 

 させていただきます。ご精算1回毎に5着以上まとめていただければ期間中何回でも半額です！ 

 例えば、Ｔシャツ（300円）を6枚購入すると1,800円のところ、ご精算時レジにてなんと900円に!! 

 在庫限り、そして期間限定のたいへんお得なまとめ買いセールです。 
 

 

 ■夏季営業日変更について 

  【原村店】 営業時間：10-18時 / 定休日：火曜 

  7/12（火）の定休後、8月いっぱいは休まず営業します。営業時間に変更はございません。      

   ※蓼科店の営業日、営業時間に変更はございません。通常通り水、木曜定休です。 
  

 ■原村店の雑貨側入口、左右の窓にロゴ入りステンドグラスが登場!! 

  薪ストーブオーナー様のご厚意で、ステンドグラスを作っていただきました。 

  ずっと前からそこに存在していたかの様な原村店にとてもマッチしたステキなステンドグラスです。 

  ご来店された際には是非チェックしてみてください。 
     

 ■Owner’s Card Member Information 

  2016年12月に現在お持ちのオーナーズカードの期限が切れます。 

  オーナーズカードは自動更新の為、当社より新しいカードをご登録の住所へ11月頃より順次発送させていただ 

  く予定となっております。ご登録の住所や連絡先、カード記載の代表者様の氏名等に変更を希望される場合は、 

  8/31（水）までに原村店オーナーズ事務局中野（0266-79-6378）までご一報ください。 

  



 薪を燃料とした暖房にもいろいろとあ

ります。暖炉のような解放式のものや薪

ストーブのような密閉式のもの…今回

は密閉式の薪ストーブの中でも、鉄板で

作られたものと鋳鉄で作られたものとの違いについて簡単に

説明します。 

 まず、鉄板ストーブはバーベキューなどにも使われる鉄鋼材

を板状に伸ばしたものをボルト、溶接などで加工したもの。 

鉄板ストーブのメリットは火を入れてからす

ぐに温度が上昇するため鋳鉄ストーブと比

較すると立ち上がりが早いということ。その

為、朝の出勤前など家に居る時間が限ら

れている時には有効的です。デメリットとし

ては、立ち上がりが早い分、冷えるスピー

ドも鋳鉄ストーブより早い為、寝る前に入

れた太い薪が熾火になりやがて灰になっ

た後の温度の下降が早いです。 

しかしながらファンヒーターの様な極端な温度下降ではあり

ませんし、スポットで部屋を暖めたい人にとっては使いやす

いものとなります。 

 次に鋳鉄ストーブですが、鉄を溶かし鋳型に流し込み、冷

えて固まった後、型から取り出して作ったストーブのこと。鉄

板ストーブと比較すると温度の上昇がゆっくりで、蓄熱し輻

射する為、スポット的な使用や短時間で部屋を暖めるには

不向きです。時間はかかりますが、部屋中をゆっくりじんわり

と暖めます。鉄板ストーブより温度の下降もゆっくりです。 

 別荘に滞在する薪ストーブユーザー様から「来荘した初日

は我慢だよ。二日目に入ると家中が暖かい。」とよく言われ

ます。こんな時、鉄板ストーブであれば直ぐに立ち上がる

為、真冬の夜中に到着しても暖を取る事が出来るかも知れ

ませんね。 

 これらを相対的に考えると限られた時間、空間内でのス

ポット使用であれば鉄板ストーブ、長期的な滞在や時間に関

係なく使用する場合は鋳鉄ストーブがオ

ススメなのかと…。入る薪の長さやデザ

イン、大きさなどによっても選択肢は増え

ると思います。ストーブ入替や購入の参

考にしてみてはいかがでしょうか。 

（文：望月） 

薪ストーブ 

通信 

 

written by  竹内 文雄 さん 
薪ストーブと10年 

太陽のようなお人柄の竹内さんに薪も

人も集まってくるのでしょう。お話を聞

いていると私の方も自然と笑みがこぼ

れてきます。薪は集まりすぎてご友人に

あげるほどだとか…。 

うらやましー!!（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 

シーズンオフに煙突から鳥が入ってくることがありますが、それらは防鳥アミをつけ

ることにより侵入を防ぐことができます。（※防鳥アミは煙突上部にあるトップにス

スが付きやすくなるので要相談です。）しかし稀にスズメバチも入ってくることがあり

ます。この場合は、侵入を防ぐ方法がありません。ドアを開ける際は、確認しながら

ゆっくり開けて、蜂の羽音がした場合は殺虫スプレーなどで対処しましょう。 

薪ストーブを設置して早10年、ストーブハウスより10年点検無料チケットなるものが送ら

れてきたので、別にこれと言って悪いところはありませんが、これからも長く付き合いた

く、車の点検ならぬ、ストーブ点検をしていただきました。 

  

薪ストーブ10年となり、同じく家も築10年となります。家の建築では、エコな家造りを徹

底し、設計をしていただきました。ガス、石油はもちろんエアコンも無い家造り。その為、

家の中心には薪ストーブが欠かせないアイテムとなりました。私が設置した薪ストーブ

はヨツールのＦ500。このストーブの良い所は、見た目も使い方もシンプルな所、そして

60cmの薪が入る為、朝まで火が残り、焚き付けが簡単なところです。 

 

薪ストーブのシーズンになると24時間…いや、12月から3月いっぱいは火を落とすこと

なくストーブをフル回転させています。その為、薪を多く必要としますが、幸いにも家の

周りは、林檎や桃、葡萄農家に囲まれており、我が家にはたくさんの薪が積まれていて

目立っているのか、有り難いことに家まで運んでくれるご近所の農家さんもおります。 

 

また、友人と一緒に椎茸作りをしているのですが、椎茸の原木は直径が25cm程なの

で、椎茸の原木にならない太い部分や細い部分は私のところにやってきます。 

とはいっても椎茸の原木はナラやクヌギなので、上質な薪なのは言うまでもありませ

ん。眠っていても多くの木が集まってくるので、薪のストックが5年分以上となりましたの

で、最近では薪ストーブを使っている友人にも差し上げています。 

 

一番のエコは、冬、毎朝、薪割りが出来ることです。 

これからも健康の為に、この生活を続けていけたら良いなと思い

ます。薪ストーブに感謝。 

●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。 

木の香り漂う木目が美しいお弁当箱

は、着物や帯の日本刺繍を思わせる

凛とした線模様がモダンで個性的で

す。盛り付けに便利な仕切り板付き。

※電子レンジ＆食洗機使用不可 

カラフルでキュートなデザインが人気

のキンダーシュピールシリーズ。振る

だけで音が鳴るマラカスは、はじめて

の楽器としても◎。音楽やリズムに

乗って楽しく使いましょう♪ 

紀州備長炭の持つ消臭、調湿、遠赤

外線効果をそのまま繊維に活かした

ストール。おまけにＵＶカットと防蚊加

工も施されているすごいストールです

よ!!生地はふっくら手触り良好です。 

北欧テイストのクジラの形をしたマグ

カップ。ハンドペイントの温かみとこっ

ちを見る円らな眼目、そして幸せそう

に笑った口がたまらなくキュート♪癒

されます。夏ギフトにもどうぞ。 

ピクニックなどアウトドアシーンはもち

ろん、暑い日のお買い物でも大活躍し

そうな保冷バスケット。お弁当や冷た

いドリンクなどたくさん入って便利で

す。飽きのこないデザインが魅力。 

夏らしいシーグラス素材のスリッパは

飽きのこないシンプルデザインで、デ

イリーユースにはもちろん、来客の際

にもお使いいただけます。素足で履く

ととっても気持ちの良い素材です。 

シンプルで気取らない人気のリューズ

グラスシリーズ。「リューズ」とは再利

用のことで、その名の通り再生ガラス

で作られています。涼しげな模様は夏

にピッタリです☆ 

丈夫なポリカーボネート製のクリア

ケースは朱肉も付いていて使い勝手

も◎ネコ好きは持っていたいアイテム

ですね。自分用にもネコ好きの方へ

のプレゼントにもオススメです。 

ー 季節にあった旬な雑貨をご提案 － 

9.1oz厚手ワッフル素材のロングス

リーブＴシャツは、汗止め付きで初秋

にピッタリ。生地にタンブラー加工を施

し、ふっくらした仕上がりになっていま

す。1枚でもインナーとしてもGOOD！ 

←ﾃﾞﾆﾑ地 

8月中旬 

入荷予定 


