お届けしました皆さまへ
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雪の里に眠る
隠れキリシタンの

残 映

その弐

中越地方と東頸城の雪深い山中に残るマリア観音やマリア
地蔵とされる石仏たち。菩薩像に聖母子を仮託し、あるいは十
字架を忍ばせた仏像は、それと指摘されなければ見過ごして
しまう素朴な佇まいです。キリシタン遺物か否かの真偽は別に
して、雨風に晒され苔むして表情も定かでない石仏は、見る
者の思い入れによっては、ミステリアスな魅力があるのかもし
れません。過酷な弾圧を受けながら信仰を守り通した隠れキリ
シタンの歴史にも、ロマンをかき立てられますね。
千年の古刹と、過疎の村のマリア地蔵
魚沼市佐梨（旧北魚沼郡小出町）の円福寺に
は江戸時代中期の年号のある二体のマリア地
蔵が建っています。お寺の説明板によると、円
福寺は十万石の格式を持ち、寺社奉行の手が
容易に及ばなかったので、当時の住職が信仰者
同士の深い理解から境内に置かせてあげたの
では、と記されています。上品な、やさしいお顔ですね。
二体の持つ錫杖の先に、十字がはっきりと刻まれています。
長岡市小国・八王子の地蔵堂にあるマリア地
蔵は、お堂の正面、同じ台座に並ぶ七体のうちの
一体。錫杖に十字の印はすでに風化して判然とし
ません。元は柏崎の寺の下女だった隠れキリシタ
ンが信仰していた石仏を、土地の人が引き取り
お堂に安置したとの由来が案内板にありました。
ふと石段脇を見ると、赤子を抱いた子育て観音像が。慈愛
に満ちた表情に、松之山のマリア観音石仏を連想しました。
十日町市松之山湯山・松陰寺の本尊、マリア観音
松陰寺の木造観音像は高さ 21 ㎝余の小さな像ですが、十
字の付いた宝冠と錫杖、抱えた幼児が取り外しできるという日
本に三体しかない特異な形状を持ちます。脇に安置されてい
る十字の錫杖に赤子を抱えた地蔵菩薩と共に、金色に塗られ
た極彩色の美しい像は、1966 年、立教大学の高田茂博士によ
り、隠れキリシタンの聖母子像であると発表されました。以降、
しばらくは観光客が押し寄せる名所でしたが、ブームが去った
今、訪れる人も少なく、住職が不在のためお参りできません。
篤志家が設置したガラス窓から覗く形での拝観ができます。
1653 年創建の松陰寺に係わったであろうキリシタンたち
は、言い伝えによると群馬県沼田に去り、子を抱いた石仏以
外のキリシタンの痕跡は、まったく残っていないそうです。
キリシタン信仰の行方
キリシタン信仰は既存の仏教や民間信仰と混交し、いつしか
消滅したと考えられています。子を抱いた菩薩像、十字架のよ
うな形だけを根拠にキリスト教の遺物とすることの可否もある
かもしれません。全国を歩いた高田博士の研究もその後進展
せず、世間の記憶から消えていきました。

ほっと・ぽっと
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木を訪ねる

長岡市小国町武石押切・戸隠神社の大イチョウ

No,126

そろそろこたつが恋しい季節になり、
当社でもペレットストーブに火がはいりました。
先月のポスティングで、冬囲いをされてるかたもちらほら見かけました。
冬はもうすぐそこまで来ているようですね。
早いもので、今年もあと１カ月ちょっと。
風邪などひかないように
元気に過ごしましょう！！

当社ホームページ
『スタッフブログ みんなでひとやすみ』
のＰＲです
スタッフ全員で、ブログを更新しています。
「１週間の内に必ず１回更新のこと」と、全員で
決めました。
新築工事・リフォーム工事の現場状況、修理・
修繕工事のこと、日常のこと、驚きの発見、
イエしごとのこと等々・・・。
拙い文章ですが、当社のこと・スタッフのことを
知っていただき、こんなこともできるんだ・・・と、
何かの相談の一助になればと、思っています。
是非ホームページを覗いてみてください。
オーゴシ

検索

㈱オーゴシ建設
オ ー ゴ シ

周囲を山に囲まれた長岡市小国町（旧刈羽郡
小国町）押切の戸隠神社は、国道 291 号線から
武石集落へ別れた村道沿いにあります。
よく整備されたまっすぐな参道の先、落ち葉が
降り敷かれた石段を登ると、小さな境内と拝殿。
拝殿正面のすぐ脇、崖の際に立つのがご神木
のイチョウの木です。昭和 58 年に長岡市天然
記念物に指定との標識があります。雄株で幹周
り 4.25ｍ、樹高は不明ですが、15ｍ以上はゆう
にあるのではないでしょうか。足場が狭く、木の
全体が見える場所がありませんでした。
下の村道を見下ろす小高い地に、強い風当
たりに負けずまっすぐにそびえ立ち、枝を周囲
に張り広げる姿は、まさにこの村の鎮守の神様
が降り立つ木であり、15 世紀に京都から一族を
率いて押切の地を切り開いたという加瀬民部
なる人物を彷彿とさせます。樹齢は、戸隠神社
が勧請された 1468 年とすれば 500 年以上！？
秋は日が陰るのも早く、頃は『逢魔が時』の少し手前。誰一人いな
い神社の拝殿に電灯が点ると急かされるようにお社を後にしました。
村道に下りると、遠くから「こんにちは！」の元気な声が。先ほど道
順を聞いた集団下校の子供たちでした。小国は、良いところです。
小国の地域はイチョウの木が多く、ギンナンの加
工品を町おこしの特産品にしました。羊羹や銀杏葉
茶。「ぎんなんアイスクリーム」は、催事会場などで
食べた方もいらっしゃるかもしれませんね。
肉料理なら小国の名店「ステーキハウス 八石」
へ。人里離れた山の中のログハウスで、絶景を見な
がら料理が味わえます。12～3 月は冬季休業です。

今月のスタッフイチ押し！！

～自然と暮らす木の家～

フリーダイヤル

～長岡の木たち～

－

いこう

0120-0054-15

長岡市東蔵王 3－1－38
TEL （0258）24-6695
FAX （0258）24-6812
info@o-goshi.co.jp http://www.o-goshi.co.jp

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♪

私のイチ押しは、寺泊野積海岸・民宿『まつや』さんです。
（ほっと・ぽっと№118 にも掲載あり）
未だ、宿泊したとは、ありませんが昼食に２度おじゃましました。
料理がおいしい！！民宿というと、お刺身・煮物・天ぷら…と想像
しますが、創作料理がおしゃれで、こんな組み合わせもあるのかと
思うような、洗練された料理が次々にテーブルに登場します。
もちろん日本海の海の幸がいっぱいです。お値段以上まちがいなし。
弥彦神社の「菊まつり」を見に行った帰りにでも如何ですか？
昼食は、予約をしてください、とのこと。
敷地内には手造り遊具もあり、子供たちも大はしゃぎ
まちがいなしです。（阿部 節子）
〒940－2501 長岡市寺泊野積 10039
ＴＥＬ 0258－75－2821

O 様邸新築工事（長岡市）

A 様邸新築工事（小千谷市）
外部工事が完了し足場が外れました。
内部の工事は佳境に入り様々な職人さん
が入れ替わり立ち代わり作業を進めてい
ます。12 月 3,4 日には見学会を予定して
います。A 様と当社のこだわりがふんだん
に詰まった建物を皆様にお披露目できる
のが今から楽しみです。

今月は「窓」
いよいよ寒い季節、到来ですね。結露や外からの冷気に悩まされている方も多いのではないでしょうか！？
冷気は、屋根やドアなど様々な場所から侵入しますが、その中でも最も大きい侵入口が『窓』なのです。
窓からの冷気の出入りを食い止めることが住まい全体の断熱性能を高めることになり、冷暖房費の節約につながります。
うちは築３０年だから、寒くてもしょうがない・・・と、あきらめている方！家計にも地球にもやさしい内窓（ＹＫＫ プラマードＵ）をつけて快適
エコ生活のスタートです！！

ＹＫＫﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞＵ

今月初旬に三富建築さんにより建て方が
行われ無事に上棟いたしました。O 様一家に
よる餅まきも行われにぎやかな上棟式とな
りました。

は既存の窓にカンタン取付！！
T 様邸増築工事（長岡市）
３５％ＯＦＦ

３５％ＯＦＦ

５６,０３０円

定価
86,200 円

（税別）

販売価格

販売価格

販売価格
定価
42,100 円

先月末に増築部の建て方が行われました。すで
にある部分と新しくなる部分との取り合いに大
工さんは苦労していたようです。安田瓦の屋根が
渋さをかもしだしてとてもいい感じです。

３５％ＯＦＦ

２７,３６５円

２０,８００円

定価
32,000 円

（税別）

（税別）

◆１箇所につき、取付費２０００円別途。 窓のサイズは参考寸法です。詳しくは当社にご相談下さい。

断熱・防露
断熱・防露

防音・遮音
防音・遮音

防犯
防犯

スピード施工
スピード施工

どこでも施工

窓辺の冷えを解消し、省エ

外からの騒音を大幅カッ

二重窓で泥棒対策。視覚的、

１窓あたり約３０分。

マンションに、戸建に。

ネな住まいに。

ト。

物理的に侵入しにくい窓に

粉塵、騒音もなく簡単に取

リビングから浴室まで。

不快な結露の抑制にもなり

室内からの音漏れ対策にも

なります。

ます。

なります。

付けます。

場所を選びません。

≪ストレッチの効果を上げるポイント≫

～ストレッチ～
ぐっすり眠る為に、寝る前に体の各部を伸ばす“ストレッチ”をはじめてみませんか？
人の体温は朝方から徐々に上がり始め、夕方に最も高くなり、寝る前には体温が低下して休息モ
ードに入るそうです。適度な運動をしておくと体温の上下にメリハリがつくため、よりスムーズにね
つけるとのこと。慢性的な運動不足は、ストレスを増大させ不眠を引き起こします。ストレッチで固ま
った筋肉をほぐしてあげましょう。
① 仰向けになり、手をのばし気持ちよく伸びましょう。
体の力を抜き、気持ちの良いところで止め、ゆっくり深呼吸をしてください。
② 腕と足を上に上げて、手首と足首の力を抜きながら、筋肉をゆるめるように振
りましょう。
③ 片膝をかかえて胸に引きつけながら腰からおしり、






深く大きな呼吸で
気合いを入れすぎない
静かに、穏やかに、ゆっくりと体をのばす
疲れがたまっている時は、肩や首を回したり、
足裏を揉みほぐしたりする
※ご紹介しているメニューは効果を保証するもの
ではありません。ご自身の体調管理のうえ、無理せ
ず行ってください。けが、体調不良などにつきまし
ては当社は一切の責任を負いかねます。

⑤ うつ伏せになり、腕たちで上体をそらす。
あごは上げずにお腹を伸ばす感じで。
⑥ 四つん這いになり、手を前に伸ばしお尻を後ろに引きながら、腰から背中
の筋肉をのばします。
⑦ おなかに手をあて、全身の力を抜いてゆっくりと深く腹式呼吸をする。

背中の筋肉をのばしましょう。左右交互に。
④ 腕を広げ、両膝を立てて、左右それぞれにゆっくりと倒します。できるだけ肩
が浮かないようにするのがポイント。

※入浴後がいいといわれています。動きは反動をつけずに緩やかに。
１回１０～１５秒ぐらいのストレッチを３回ぐらい繰り返すと効果的です。

今月のオススメ旬レシピ ～れんこん～
健康によい免疫力を高める食べ物として薬膳料理にも使われているれんこん。
主成分はでんぷんで、食物繊維を多く含んでいます。ビタミンＣも 100ｇ中約 50ｍｇと
非常に豊富で疲労回復、風邪の予防、ガン予防、老化防止などに効果があります。
れんこんに含まれる粘り成分のムチンは胃壁を保護する効果や、たんぱく質の分
解に作用し、胃腸の働きを助ける効果もあります。また滋養強壮にも効果があるとさ
れています。
《目利き・保存》
ふっくらと太く、持ったときにずっしり重いものが水分がしっかり保っています。
表面につやがあり、なるべく傷が無く、穴の中が黒ずんでいないものが新鮮
です。切り口がムラサキ色になっているものは避けて下さい。
保存は、カットしてあるものは、ぴったりとラップで包み、野菜庫でなく冷蔵庫
で保存してください。

食べすぎ
注意♪

うまい♪れんこんとかぼちゃの温サラダ

■材料（4 人分）
かぼちゃ
中 1/2 個
れんこん
小2本
ベーコン
5枚
オリーブオイル 大さじ 1/2
★塩コショウ
適量
★マヨネーズ
適量
しょうゆ
小さじ 1

■作り方
１、 かぼちゃを洗い、食べやすく 5 ミリ位に切って
柔らかくなるまでチンする。
２、 れんこんは皮をむき薄切り、ベーコンも１セ
ンチ幅の薄切りにしておく。
３、 フライパンにオリーブオイルを入れ、2 を炒
める。
４、 れんこんが透き通ったらチンしたかぼちゃを
入れ、★を混ぜ入れ最後にしょうゆを回しか
けて味を整えたらできあがり♪

