お届けしました皆さまへ

Gomame の
Tubuyaki

愛に生き
恋に生き

美貌の貴人の
生涯

どんな人にも人生の浮き沈みはあり、誰もが多少の山あり
谷ありの一生を送ります。個々には喜びや様々な試練はあれ
ど、戦乱に遭わず難民にもならずに過ごせる社会は、世界的
規模で考えたら、それだけで幸せなのかもしれません。
今から一千百年余も大昔のこと、たいへんドラマチックな生
涯を送った女性がいました。皇后となり天皇の母となる栄耀栄
華を極めた後、晩年に起こしたスキャンダルのために后の地
位を剥奪され、失意のまま世を去った藤原高子がその人です。
権門に生まれた宿命―藤原高子（たかいこ）
高子（二条の后）は西暦 842 年に生まれ、910 年に 68 歳で亡
くなっていますので当時としては長寿なのでしょうか。藤原氏
の歴史の中で 1，2 と言われる辣腕の政治家、藤原良房を伯父
に、その後継者藤原基経は実兄にあたります。
天皇家の姻戚となり、天皇の祖父や伯父となることで権力を
握る摂関政治。良房は古来からの名族や皇族出身の有力者、
同族の藤原氏をえげつないまでの権謀術数で次々に排除し、
藤原北家隆盛の礎を築きました。美しく生まれついた高子はそ
の駒として重要な役目を担い、見事に応えたのでした。
当代随一のモテ男との恋
高子の名が知られているのは、伊勢物語の一編「芥川」のヒ
ロインとしてでしょうか。在原業平（ありわらのなりひら）は実
在の人物で、多くの女性との恋の顛末を和歌で彩った「伊勢物
語」の美男の主人公。9 歳下の清和天皇の妃にと、大切に傅か
れていた高子が 18 歳のころ、業平と密かに恋愛し、駆け落ち
を敢行。業平に背負られて芥川まで逃げますが、すぐに連れ
戻されてしまいます。真偽はさておき、このエピソードで高子
は情熱的な女性という印象を世間に残しました。
天皇の生母の権勢、そして失脚
太政大臣藤原良房を後ろ盾に 25 歳で清和天皇の後宮に入
り、運良く第一皇子を出産。この皇子が 9 歳で即位し、陽成天
皇となりますが、17 歳で摂政基経に退位させられます。日頃
身分にそぐわない乱暴狼藉があり、宮中で起きた殺人事件に
関与したと疑われたことが理由ですが、実は皇太后高子と基
経との熾烈な権力争いの結果とされます。以降皇位は傍流に
移り、高子の夫や子の側に戻ることはありませんでした。
不名誉な処罰を受けたままの死去
世は移り高子 54 歳の時、あろうことか、高子が建立した東
光寺の僧との密通を疑われ、皇太后の尊称を剥奪されました。
権力から離れて 12 年。醜聞が事実だとしても、敗者となった
貴人へのあまりな仕打ちではないでしょうか。すでに基経は
亡く、時の天皇による高子一派復権を阻むとどめの一撃だっ
た説があります。名誉回復がされたのは死後 33 年目でした。
皇妃の多くが穏やかな一生を送った中で、高子は自分の意
思を強く持った女性だったのかもしれませんね。

木を訪ねる
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～長岡の木たち～

南魚沼市穴地「穴地の一本杉」

No,119

立春は過ぎましたが、まだまだ厳しい寒さが続きますね。
1 月の大雪の後、ポスティングをしていたら「がんばってるね～。毎月楽しみに
待っているよ。」と声をかけていただきまして、重い足も軽くなりました♪
ご意見、ご感想などございましたら、いつでもお声掛けください。
今月は３月６日（日）の『春の住まいフェア』のチラシと一緒にお配りしております。
恒例の餅つきをはじめ、木工広場、そしてお客様に満足頂ける目玉商品など、
イベントが盛りだくさんです！！
皆様のご来場をスタッフ一同お待ちしております。

きいちの部屋
～ある日の
大手通り～
道路の中央には、地下
駐車場の出入り口。
歩道にはアーケード
ありと、すっかり様変わ
りををした大手通り。
変わらないのは、人々
の日々の営みと、抜ける
ような青空でしょう
か・・・。

◆作者紹介◆
渡辺喜一氏

穴地は旧南魚沼郡浦佐町にあり、近くに
は西瓜で有名な八色原が広がります。
国道２９１号と県道２３４号がちょうど交差
する地点に立つ一本杉は、穴地の村の入り
口に聳え、高い建物の無い田の中に立つの
で、遠くからでもとても目立ちます。
大杉の傍らに設置されている説明板には
南魚沼市の指定文化財であること、昔はこ
の道を通る人の道しるべだったことが記され
ていました。冬は名にし負う豪雪地帯。
道路が雪の中に埋もれて方向がわからなくなっ
た時など、雪原の中でこの杉は目印として大切な
役割を負っていたことでしょう。杉と祠の間に、彫
刻が薄れた石の道標がありました。辛うじて「右」
がわかるくらいでしょうか、だいぶ古いようです。
説明板によると樹齢三百有余年、目通り５.５ｍ、樹高約３０ｍ、枝
張り約１０ｍ。明治 38 年まで杉は二本あり、地名を「二本木」と言った
が、北側にあった一本を切り倒したとのこと。向かって左側の枝があ
まり張っていないのは、もう一本あった杉の名残りかもしれません。
根元の小さな祠の中に不動明王の石仏、その前にかわいい花の
鉢が二つ。大杉の手入れもきちんとされており、集落の人々が大杉と
その周囲に寄せる思いがうかがわれます。
穴地の村のお社は「穴地十二大明神」といって
石川雲蝶の彫刻があることで知られており、拝殿
の躍動的な龍や、どんな理由なのか未完成のま
まで終わった欄間の彫刻があるそうです。
拝観料無料。目立つ案内看板も道路に建って
いるのですが、初めてでは神社を見つけられず、
残念ながら今回は拝観できませんでした。

長岡在住。赤道会々員

(http://kiichi.muse.
weblife.me/)

今月のスタッフイチ押し！！

～自然と暮らす木の家～
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(株)山忠
新潟県加茂市下条甲 496-1
ＴＥＬ 0120-937-555
ＦＡＸ 0120-937-444
インターネットでも販売しています。

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♪

さむ～いこの時期、いつも私が悩まされてい
るのは・・・冷えとかかとのガサガサでした。一時
薬草のクリームを塗って改善しましたが、クリー
ムが無くなるとまたガサガサに（涙）そんなとき
新聞の折り込みチラシで「足うら美人」を知りま
した。試しに買ってみましたが、二重編み構造な
ので温かいし、かかとには特殊シートがついて
いるため、履くたびにかかとが潤っていくので
す！まさに一石二鳥の靴下です♪私は寝る時
も履いていますよ～。悩んでいる方はぜひ！
同じ新潟で頑張っている会社さんって、つい
応援したくなっちゃいますね!(^^)!(阿部典子)

リフォームで高熱費がお得に！！≪省エネ改修工事例≫

Y 様邸新築工事（三条市）
ただいま工事中！！

ここ数年で高騰し続ける光熱費。緩やかというより直線的な上がり方で家計を圧迫しています。

工事中の現場の様子を
ちょこっとご紹介します♪

「光熱費を節約したいけど、何から始めればいいの？」そんな方には必見です！！

● ● ● ● ● ● ●

補助金が利用できる工事もありますので、お気軽にご相談下さい。御見積は無料です。

≪内窓設置工事≫

≪断熱材工事≫

窓は住まいの中で一番熱の出入りの大きい場所。内窓を
断熱材を入れることで、夏は

つけることによって窓の断熱性・気密性を高めエアコンや

涼しく冬は暖かく、光熱費も削

暖房のききをよくします。結露の悩みも解消されます。

減できます。古い住宅には断熱

お客様のこだわりを実現するためには
現場での詳細な打ち合わせが欠かせま
せん。Y 様邸でもそんな打ち合わせが繰
り返され、そして工事が進んでいきます。
内部は Y 様こだわりの小上がりが大工さ
んにより作られ、外部は外装仕上材が
着々と張られています。

I 様邸新築工事（長岡市）
見学会は大盛況のうちに幕を閉じま
した!!たくさんのご来場ありがとうござ
います。多くの方が室内の色彩と木の
ぬくもりに感動されていたようでし
た。

材が入っていないことが多い
今ある窓にプラマードＵを取り付ける

ので、もし内装リフォームや外

だけなので、工事も簡単！防音や防犯にも

壁リフォームをお考えの方は

効果があります。

併せて施工するとお得になり

※ＹＫＫ ＡＰ㈱より記事抜粋

COMING

SOON・・・

T 様邸新築工事（長岡市）3 月～
F 様邸新築工事（長岡市）3 月～

ます。その上快適に過ごすこと
ができます。

NOW PLANNING・・・

≪ＬＥＤ照明工事≫

O 様邸新築工事（柏崎市）etc…

ご家庭の蛍光灯をＬＥＤに交換することで、電気代の節約に

今月のオススメ旬レシピ

なります。ＬＥＤは切れたりチカチカすることもなく、徐々に

～牡蠣～

暗く（光度が減少）なるだけなので、急に電気が切れて、真っ
暗なお風呂やトイレで一晩我慢したり・・・なんてこともない
のです！長寿命なので取替手間が大幅に軽減するのもありが
たいですよね！

※エコロジーオンラインより記事抜粋

≪設備機器工事≫
エコジョーズは、今まで使わずに捨てら

エコキュートは大気熱を

れていた排気熱を有効に再利用して水を温

利用して、その熱でお湯を

めます。その為従来よりも少ないガス消費

温めます。夜間電力などを

量で効率よくお湯が沸かせます。

使用すると電気代が抑えら
れます。

エネファームは天然ガスの水素と大気
中の酸素を反応させて発電。同時に発生

《目利き・保存》

ネファームを設置してから１０年間は修

殻付きは厚みがあって口がしっかり閉じているもの。むき身はふっくらと丸みがあ
ってきれいな乳白色のものを。貝柱が透き通っているものがいいでしょう。
買ってから時間がたつと食中毒の危険性もあるので新鮮なうちに頂きましょう。

理代・保守点検代が無料になる安心サポ

うまい！！

する熱でお湯を沸かすシステムです。エ

ート付きです。停電時にも自立運転機能
搭載で、かなりの優れものです。

※パナソニックより記事抜粋
※リンナイより記事抜粋

冬の味覚、『牡蠣』。味はもちろんですが、魅力はなんといってもその栄養の豊富
さですね。グリコーゲンや必須アミノ酸をはじめ、ビタミンＢ１，Ｂ２，Ｂ12，ミネラルな
どの栄養素とタウリンなどの機能性成分が豊富に含まれています。特に亜鉛の含有
量は食品随一とも言われており、免疫力アップや健康増進に効果的です。
疲労回復、美肌をはじめ、動脈硬化・肝臓病・心臓病などの生活習慣病の予防効果
も期待できます。
牡蠣の生食用と加熱用の違いをご存じでしょうか？“新鮮さ”ではなく養殖をしてい
る海域の違いなのです。生食用は沖合のキレイな海域で育ち、２～３日殺菌作業を行
ったもので、加熱用は岸辺に近い海域で育ち、水洗いしてすぐに出荷されます。
生食用のものを加熱調理しても、美味しく食べれるわけではありませんので、調理
法に合ったものを選びましょう。

※北陸ガスより記事抜粋

ぷりっぷり♪牡蠣ご飯

■材料（米２合分）

■作り方

１、 米は研いでだし汁に１時間くらいつけて
置く。
２、 油揚げは 5ｍｍほどの短冊切り、大根はや
や太めの千切り、生姜は千切りに。
しめじはほぐしておく。牡蠣は塩でもみ、
流水でよく洗い、キッチンペーパーなどで
水気をきっておく。
３、 牡蠣と★を鍋に入れて中火～強火にか
け、蓋をして蒸し煮にする。85℃以上 1 分
以上加熱。火を止めたら牡蠣をとりだす。
４、 3 の蒸し汁がさめたら、炊飯器の釜に 1 と
酒、蒸し汁、を入れ２合の水加減にして、
その上から油揚げ、大根、しめじを入れ、
炊飯器のスイッチＯＮ。
５、 炊けたら、牡蠣を入れてやさしく混ぜ、１０
牡蠣はよく火を通す事をお勧めします。 分蒸らしてできあがり！！

米
２合
だし汁
１カップ
牡蠣（加熱用）
１袋
油揚げ
２枚
しめじ
適量
大根
３～４ｃｍ
酒（炊飯用）
大さじ２
塩（牡蠣洗い用）
適量
★だし汁
大さじ 3
★醤油
40ｃｃ
★生姜千切り
適量
★酒
大さじ 2
★砂糖
小さじ 2

