お届けしました皆さまへ

Gomame の
Tubuyaki

雪の里に眠る
隠れキリシタンの

残 映

その壱

今年の 4 月、2 年前に東京・文京区のマンション建築現場か
ら発掘された江戸時代の人骨３体のうちの１体が、鑑定の結
果 18 世紀のイタリア人宣教師、ジョヴァンニ・シドッティ神父
のものである可能性が高いとのニュースがありました。なじみ
のない人物ですが、当時の幕政を担った新井白石の著した
「西洋紀聞」は、神父との対話をまとめた書物として有名です。
殉教の伴天連（バテレン）と「親指のマリア」
シドッティ神父は、鎖国後の日本に潜入した
最後の宣教師。将軍に謁見してキリスト教を正
しく伝え、キリシタンへの迫害を止めさせようと
志願し、ローマ教皇から日本へ派遣されました。
屋久島上陸直後に捕縛。江戸に送られ、遺体
の埋葬されていた切支丹屋敷に幽閉されまし
たが、世話係の夫婦に洗礼を授けたことが発覚し、1714 年 46
歳で土牢にて死亡。その他の２体はその夫婦ではないかとさ
れます。発掘された 2014 年は、奇しくも没後 300 年でした。
右上の画像は神父が所持していた「親指のマリア」と呼ばれ
る美しい聖母像。悲しみを表す青色のベールの間から、どのよ
うな比喩があるのでしょうか、親指だけが描かれています。
かつて隠れ切支丹（キリシタン）ブームがあった
隠れキリシタンとは、キリスト教に対する 1614 年の禁教令以
後、仏教徒を装いつつ、弾圧にも棄教せず信仰を続けた信徒
を指すようです。最盛期は日本の人口の 30％もの信者がいた
という説もあるキリシタン。長崎や天草だけでなく、全国各地
に広がっていても不思議ではないと思われます。
遠藤周作の代表作「沈黙」が発表されたのが 1966 年のこと。
キリスト教を題材にしたこの小説は、内容の重さにもかかわら
ずベストセラーになりましたが、ちょうど時を同じくして、立教
大学学長を務めた高田茂博士が、1960 年代から 70 年代にか
けて、全国に残る隠れキリシタンの遺物とされる石仏などの研
究成果を発表し、世間に大きな反響を巻き起こしました。
中越地方に残る隠れキリシタンの痕跡
博士の著作「石のマリア観音耶蘇仏の研究」によると、新潟
県には北魚沼と東頸城の松之山、西頸城郡青海町の 12 体の
石像が記載されています。また、そのほかにも小国の八王子
の石仏もマリア地蔵ではないかと言われています。
この夏、北魚沼の小出にある名刹円福寺の「隠れキリシタン
の地蔵菩薩像」と、十日町市と合併した松之山湯山の松陰寺
の御本尊、木造マリア観音を訪ねました。
土地の方には失礼ですが、特に松之山は交通不便な雪深
い場所です。しかし、当時は栄えた産業があり、人の
往来も盛んで、隠れキリシタンが住むには都合の良
い土地柄だったかもしれません。禁じられた信仰が
今に残る痕跡は？ 次号でお届けしたいと思います。
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木を訪ねる

長岡市上岩井の縄文クルミ

No,125

朝夕はちょっと肌寒く感じますが日中は心地よいですね。体を動かしたり、
お出かけするのによい季節になりました。
読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・と楽しみの多い秋。
私は後者ですがみなさんもそれぞれの秋を楽しんでくださいね☆

荻の島（柏崎市）～

毎年一回はスケッチに訪れる荻の島。
かやぶき屋根の家々と、バックの木々や山の稜線・・・。
四季を通じて絵になる場所であり、絵を描いている時間は
時が止まったかのような心静かな時間です。
今年の紅葉の時期、一度訪れてみてはいかがでしょうか？

今月のスタッフイチ押し！！

「赤道会展」出展作品 水彩 10 号
◆作者紹介◆ 渡辺喜一氏
長岡在住。赤道会々員

～自然と暮らす木の家～
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旧三島郡三島町上岩井の県道
に沿って流れる黒川のほとり、
「上岩井石井町」のバス停の脇に
立つ一本のクルミの木。
小河川近くに生えるクルミなど
どこにでもみられる風景ですが、
このクルミの木は、実は長岡市
天然記念物「根立（ねだち）遺跡
のクルミの木」なのです。
昭和 47 年黒川の改修工事の際、川底か
ら縄文後期の生活跡が発見され、土器片と
ともにトチの実の皮やクルミの実が出土しま
した。クルミの実 15 個を蒔いたところ、何と
13 個が芽吹き、その中の 1 本がこの木なの
だそうです。木としての年齢は 43 年でも、生命としては 3700 年も生
き続けてきたのですね。運良く食べられもせず、川底の泥炭層に埋
もれたまま悠久の時を過ごした後、陽の光の下に出てきた稀有の幸
運の木でもあります。樹勢も強く、実をたわわに付けていました。
５ｍくらい離れた場所には、向かいの家の持ち物という大きなクル
ミの木が立っています。縄文の木と、実の味などは違うのでしょうか。
近くには越後三十三観音の第十八番礼所として知られる根立寺（こ
んりゅうじ）があります。鬱蒼とした木に囲まれ、苔むした石段を登っ
てゆくと正面に姿の良い観音堂が現れます。約 150 年前、土地の大
工により建てられたというお堂の見どこ
ろは、濡縁の袖と桁上の躍動的で精緻
な彫刻。堂内にも入れるそうですので、
お参りには蚊の大群に襲われない季節
が良いかもしれません。霊場らしい雰囲
気を持つ、眼病平癒祈願のお寺です。
、

きいちの部屋

～かやぶきの里

～長岡の木たち～

いこう
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「現場は、安全第一！！」
現場の掃除には欠かせないほうき・・・
様々なほうきを使ってみましたが、皆様は何を
基準に選びますか？
私はまず軽いこと、更に適度な腰があること・・・
この２点を基 準に選 べば、まず 間違い がなく、
現場での掃除に大活躍してくれます。
単なるほうきですが、皆様もホームセンターな
どでお気に入りのほうきを見つけてみませんか。
ちょっとしたことで、毎日のお掃除も楽しくなるか
もしれませんよ。（笹川）

オーゴシスタッフが毎月
交代でイチ押しのお店や
モノを紹介します♪

O 邸新築工事（長岡市）
O 様邸新築工事（柏崎市）

～ご来場のお礼とご報告～

内部、外部共に工事は完了しお施主
様のこだわりがたくさんつまった住ま
いが完成いたしました。10/22・23 に完
成見学会を開催します。是非ご来場下
さい。

地盤改良工事完了後、基礎工事が進め
られています。第三者機関による配筋の
検査を受けた後、コンクリートを打設して
います。11 月初旬の建て方へ向け現場は
少し落ち着きますが、会社内ではプレカッ
トの最終確認等大切な作業が行われて
います。

９月１1 日（日）“住まいフェア”を開催致しました。
当日は天候にも恵まれ、たくさんのお客様にご来場頂き誠にありがとうございました。
大満足の笑顔で帰っていただくお客様を見たり、様々な提案をさせていただき喜んでいただけたりと、楽しん
でいただくだけでなく、お役に立てたことを嬉しく思います。
これからも、皆さまと一緒に楽しみながら、末永いお付き合いをさせて頂けるよう、頑張ってまいりますので、
よろしくお願い致します。

A 邸新築工事（小千谷市）
8 月末に上棟いたしました。内部は
断熱材の敷きこみ等大工工事の真っ
最中です。外部は第三者機関の防水
検査が完了 し外壁仕上げ工事が始まろ

T 様邸増築工事（長岡市）
今まで住まわれていたお宅を解体し増
築部分の基礎工事が始まりました。

うとしています。

W 様邸新築工事（長岡市）
W 様らしいお住まいが完成し今月の
お引渡しを待つばかりです。

今月のオススメ旬レシピ～秋刀魚～

木 工 広 場 で は 、
小さな子供から大人の
方まで、真剣な表情で、
なんちゃらＢＯＸ作りをし
ていらっしゃいました☆

木のふくろうづくりでは、
みなさんおもいおもいに、
ふくろうをつくっていまし
た！世界に一つだけの幸
せを呼ぶ福ろう♪

お魚釣り、お菓子すくい
子供の集中力ってすごいで
すね～☆たくさんとれてみんな
にっこり❤

オーゴシ恒例の餅つき！！
「よいしょ～」と、ついたつき
たてのお餅は美味です！！

さんまにはたくさんの栄養が含まれています。青魚に多くふくまれている
血栓を予防するＥＰＡや、頭が良くなると言われているＤＨＡ。必須アミノ酸を
バランスよく含んだ良質のたんぱく質や、鉄分、ビタミンＡ、Ｄ，カルシウムな
どが豊富に含まれています。

《目利き・保存》
背が黒く光っていて、ハリがあり身に厚みがあるものを選びましょ
う。魚は内臓から悪くなるので、お腹がブヨブヨしておらず、身がピン
としているものが新鮮です。
さんまはとにかく鮮度が大事。買ってきたらその日に調理をしてくだ
さい。冷凍保存する場合は内臓を取り除いてきれいに洗い、水気をし
っかり拭き取り、ラップに包んで冷凍保存袋に入れて冷凍します。
味が染みて

黄金比率のたれ★さんまの蒲焼

ウマい♪

■材料（2 人分）
さんま
２尾
片栗粉
大さじ２
酒
小さじ２
ゴマ油
大さじ 1
★砂糖
大さじ 1
★醤油
大さじ２
★酒
大さじ２
★みりん
大さじ２
ゴマ油(仕上げ用)小さじ 1
ゴマ
適量

■作り方
１、 さんまは３枚におろして食べやすい大きさに切
り、気になる場合は中骨をピンセットなどで抜
く。水気をキッチンペーパーなどで拭いておく。
２、 酒を揉みこみ、片栗粉をまぶす。
３、 ★を混ぜ合わせておく。
４、 フライパンにごま油を引き、皮目から焼く。
５、 片面焼いたら裏返し、もう片面も焼く。
６、 両面焼けたら、★を入れ少しとろみがつくまで
煮立たせからめる。
７、 お皿に移しゴマとゴマ油をかけてできあがり。

