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「鬼」という言葉に、どんなイメージが思い浮かぶでしょう
か。極悪非道、人の埒外の行動をする者など憎悪される負の
イメージの一方で、スポーツの世界では○○の鬼といえばそ
の道に一途に精進してきた人のこと、強者への称賛の言葉で
あったりします。鬼とはいかなるものなのか。ちょっと調べるだ
けでいろいろな意味があり、一筋縄ではいきません。
「鬼」のスタイル
節分に豆を投げつけられる鬼は、真冬に裸姿。
どこかユーモラスで可哀そうに思えますし、黒雲に
乗ってバンドを組み、鉦や太鼓を打ち鳴らす雷神も、
なぜ鬼の姿なのかを考えてみると不思議です。
鬼のスタイルは平安時代の陰陽道に由来すると言われてい
ます。鬼が出入りするのが鬼門で、十二干支の動物では丑（う
し）寅（とら）の方角になり、角と髪は牛、牙とパンツは虎の合
成。仏教からはインドの悪神羅刹（らせつ）像の投影と、鬼の姿
には当時の人の異国趣味が感じられます。必ず棘のついた鉄
棒を持つのは、見るからに恐ろしげな武器の誇示であり、製鉄
に携わる人々と鬼が関係深かったからという説もあります。
鬼の語源は「穏」（おぬ）だそうです。姿が見えない、この世
のものではない存在を示し、そこから災いを起こす悪の意味を
持つようになりました。漢字の鬼は亡霊のことで、虎柄ルック
の鬼さんと本来の中国の鬼は似ても似つかないようですね。
鬼の故郷は長岡市軽井沢にあった 郷土の英雄茨木童子
鬼の代表酒呑童子の家来、茨木童子生誕の地という栃尾の
軽井沢。その伝承を研究されてきた佐藤秀治さんは栃尾生ま
れで長年教職にあり、鬼関連の著作を三冊出版されていま
す。言い伝えによると、弥彦神社の稚児だった童子はあまりに
美男で恋文が絶えなかったそうです。ある日血で書かれた恋
文を一口舐めた瞬間、たちまち鬼の姿に変身。生家の破風を
蹴破って天高く昇り、酒呑童子とともに金倉山に住んで近隣を
荒らしまわるようになりました。母の説得で軽井沢を出て京の
都へ上るところで話しは終わっていますが、都での童子の活躍
と非業の最後は、風の便りで故郷まで届いたでしょうか。
暴虐非道の鬼でありながら今に語り伝えられる茨木童子譚
には、土地の人の親しみが込められているように思います。
こころの中の鬼を退治して 今年も鬼は外！
数え切れないほど鬼の文字の付く慣用句があり
ます。「鬼が住むか蛇が住むか」は人の心の奥底の
闇を言い表した言葉。前途にどんな運命が待ち受け
ているのか予測できない「鬼が出るか蛇が出るか」の世の中
でも「渡る世間に鬼はない」ですし、「鬼が笑う」くらいにポジ
ティブにものを考えれば「鬼に金棒」！
今年一年、「鬼の霍乱（かくらん）」などされないように健康
に留意され、明るく過ごせたら良いですね。

ほっと・ぽっと
2016.1

木を訪ねる

長岡市寺泊野積「八百比丘尼の松」
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新年のごあいさつ
新年 あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては
つつがなく新しい年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
昨年も、新築工事・リフォーム工事・修繕工事と多くの
ご縁をいただき、本当にありがとうございました。
「ありがとう！」の一言をお聞きする度に、元気をいただきました。
今年も、お客さまの想いに寄り添いながら、豊かで質の高い
住まいづくりを提案させていただきたいと思います。
職人さんとともに総力を挙げ、スタッフ一同、
お客さまおひとりおひとりのために誠実に対応させて頂きます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
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当社事務所にて
「今年も笑顔でがんばりま～す！！」
スタッフ一同

野積の八百比丘尼の伝説で知られる松は、「民
宿まつや」さんの庭先にあります。
比丘尼（びくに）とは尼僧のこと。弥彦の神様
から貰った禁断の人魚の肉を食べたことで不老
不死になり、美しい姿のまま八百年を生きた娘
が生き続けることに悩んだ末、尼になって仏道
修行のため諸国を旅した後、若狭の国（福井県）
の岩窟で入寂しました。
娘は野積を出る時に三本の松を植え、この松
が枯れない限り自分は無事でいると言い残したそうです。
永遠の命を授かった八百比丘尼が手植えした松は、比丘尼が往生
した後でも枯れることなく大切に手入れされ、海を臨む高台に立って
います。クロマツでしょうか、ゴツゴツした黒っぽい皮に覆われ曲がっ
た幹や枝に、どれほどの樹齢かはわかりません
が厳しい風雪にさらされ耐え続けた、長い歳月
が偲ばれます。
八百比丘尼伝説は日本海沿岸の村々に広く
伝えられており、植えた木は椿が多いようです。太陰暦の正月ころに
鮮やかな赤い花を咲かせる椿は新しい年の訪れを、冬でも葉が落ち
ない常緑樹の松や椿は不老不死を象徴するのだそうです。
齢を重ねても、なお変わらない若さや美しさを求めるのは人の常。
様々なアンチエイジングの方法が宣伝されていますが、昔の人は八
百比丘尼に永遠の命の願望を託したのでしょうか。
「民宿まつや」さんの建物は茅葺き古民家
の外観に、内部の太い梁や高い天井、白壁
が特長的です。野積の民宿に珍しい洋風メニ
ューの洗練された料理も味わう価値あり。
シーズンオフのころ、ゆったりと海辺で過
ごすのも良いかもしれませんね。

今月のスタッフイチ押し！！

～自然と暮らす木の家～
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私の今月のイチ押しは、最近お気に入りのお菓子をご紹介！
お客さまに教えていただいてから我が家で大人気！【レーマンのムーギチョコ】♪
麦チョコです♪“レーマン”は初めて麦チョコをつくった会社だそう。1 袋 200 円弱と、
麦チョコにしてはちょっとお値段お高めですが、もうその価値アリ！なんですよ～♪
サクッとした麦パフに、厚々とコーティングされたチョコ♪
初めていただいたときは、今までの麦チョコってなんだったの？
って思うくらい、びっくりしました。ゆっくり時間をかけてチョコを
コーティングしているのが美味しさの秘密だそうです。
“カカオ 60”というちょっぴりビターな麦チョコもアリ！
こちらは大人にオススメ！みなさまもぜひ！
おやつにもおつまみにもいいですよ～！ (平岡)
※ウェルシアさん、原信さんに売ってまーす♪

Y 様邸新築工事（三条市）
ただいま工事中！！

雪のちらつく中ではありましたが平岡
建築さんにより先月の中ごろ無事上棟い
たしました。その後屋根をかけ防水紙を張
り金物を取り付けて年を越し、現在は間仕
切り等の内部造作中です。
お客様のこだわりが詰まった間取りに
なっているので完成が楽しみです。

工事中の現場の様子を
ちょこっとご紹介します♪
● ● ● ● ● ● ●

I 様邸新築工事（長岡市）

２/２０（土）・２/２１（日）

完 成 見 学 会

３/６（日）

春の住まいフェア

時間

AM10：00～PM4：00

時間

AM10：00～PM4：00

場所

長岡市下々条地内

場所

ラック㈱ 様にて

併せて弊社社屋内、モデルルーム
「木の香」もご覧下さい
５年目をむかえ、自然素材の気持ち良さはそのま
まですが、経年変化によるしっくり感も体感でき
ます。

引き続き大工工事中です。
壁内部に断熱材が入りました。隙間
なく埋め込まれていますので冬は暖
かく夏涼しい室内になることでしょう。
外部は外壁材が張られスマートな印
象を受けます。
２月の見学会での来場をお待ちして
おります。是非お越し下さい!!

NOW PLANNING・・・
O 様邸新築工事（柏崎市）
T 様邸新築工事（長岡市）
F 様邸新築工事（長岡市）etc…

今回も楽しいイベントと大特価販売等々盛り
沢山！！
ぜひ、ご家族
御揃いでお越し
くださいませ。

今月のオススメ旬レシピ

冬は白菜が美味しい季節♪鍋等にして食べる機会が多いと思いますが淡泊な味
なので和・洋・中と色々な料理に合う野菜です。大部分は水分ですが、ビタミンＣが
多いので、風邪の予防に効果的。カリウムが多く、体内の老廃物を排出する働きがあ
るので、高血圧予防効果があります。
アブラナ科野菜に多く含まれるインドール化合物も含んでいますので、がん予防効
果も期待できます。
《目利き・保存》
胴がよく張っていて、しりが丸みを帯びている。手で持つとずっしりと重量感の
あるもの。巻きがしっかりしているもの。カットしてあるものは、断面が水平で盛
り上がっていないものが新鮮です。
保存は冬で丸のままなら、３～４週間は持ちます。新聞紙に包んで寒いところ
に立てて置く。カットしてあるものはラップをして冷蔵庫へ。根元にタテの切れ
目をいれておくと、鮮度を保ってくれます。

詳しい内容は、別チラシを発行いたしますのでもうしばらくお待ちください。
また次号は、２月３月と合同の「ほっとぽっと」になります。宜しくお願い致します。

期待できる！？ダイエット効果の
耳のツボ
しんもん

【耳はツボの宝庫！！】

神門

耳は私たちの体の中では、非常に小さな部分ですが、なんと 100 以上のツボが集中して
いると言われています。東洋医学では耳を見れば体のどこが悪いかがわかると言われ、病気

～耳のつぼ～

ストレス緩和、精神安定

うま♪
きてん

ます。耳マッサージで、血行が良くなり、お肌にハリが出るなど効果抜群！いつでも簡単に

飢点

胃

食欲抑制

胃の調子を整える

【三大マッサージ法】

●揉む
耳の裏側に親指を当てて、人差
し指で耳を挟むように、全体をま
んべんなくもみほぐす。

■材料（4 人分）

ないぶんぴつ

美容と健康維持に大変効果的な『揉む』『擦る』『引っ張る』の方法を組み合わせた耳全体の
マッサージがお勧めです。ツボの位置を探す必要がないので手軽にできますよ！！

●擦る
中指と人差し指で耳を
挟み、ていねいにゆっく
りとさすります。

●引っ張る
指でそれぞれ、上部を上
へ、真ん中を外側、耳た
ぶは下に引っ張ります。

水なし！！白菜の和風カレー

激

や症状の判断、治療に使われてきました。
耳は小さいのでツボを刺激しやすく、また、薄いので刺激が伝わりやすいと言う利点があり
できますので、ぜひとも耳マッサージをして、健康増進に役立ててくださいね。

内分泌
ホルモンバランス
を整える

～白菜～

い

はい

肺
食欲抑制、
代謝アップ

綿棒や指で 2～3 分を目安に心地よくトントン押してみてください。
※体調の悪い方や、妊婦さんはお勧めできません。

白菜
１/２個
玉ねぎ
２個
挽肉
200ｇ
にんにく（すりおろし）1 かけ
しょうが（すりおろし）1 かけ
カレールー
４人前
ほんだし
適量
醤油
適量
私は、すりおろしりんごを入れて
みました。おいしかったです！！

■作り方
１、 白 菜 は 1 ｃ ｍ 幅 に 玉 ね ぎ は 薄 切 り に
する。
２、 鍋にサラダ油をひき、にんにく、しょう
が、玉ねぎ、挽肉の順に炒めていく。
挽肉に火が通ったら、カレールーを割り
いれ、焦がさないように炒める。
３、 カレールーが溶けたら白菜を入れ、中火
で焦がさないように、たまにかき混ぜな
がら、蓋をして煮込む。白菜から水分が
出てきたら、ほんだし、醤油を味を見な
がら入れる。
４、 白菜が柔らかくなったら、できあがり♪

