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西脇順三郎と
ふるさと小千谷

詩など、生活に直接役立たないものには興味ナシ！そん
なものでお腹はふくれない、実学を学べと思う方。実にもっと
もです。眼の前に、鼻眼鏡のインテリ貴公子然とした詩人がキ
ザったらしく田舎の町を散歩しているのに出くわしたら、虫の
居所が悪ければ石の一つもぶつけたい衝動に駆られる人も、
もしかしたらいらっしゃるかもしれません。
小千谷から東京へ遊学、そしてロンドンへ
西脇順三郎は明治 27 年、小千谷町の町長
を務めた銀行家の次男に生まれました。生家
は縮商で財を成した豪商西脇家の分家。市の
中央部の一角に、漆喰の蔵に黒の板塀を長く
巡らせた美しい佇まいのお屋敷が本家です。
小千谷中学から東京の慶應義塾大学へ進み、少年のころか
らの憧れ、イギリスに留学。オックスフォード大学で古代中世
英語文学を 3 年間学びました。その間、画家のマージョリーと
結婚し、32 歳で帰国後、すぐ慶應大学教授となります。
西脇順三郎の詩
まさかり
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木を訪ねる

南魚沼市大崎の「てんまる杉」

No,121

ＧＷもあっという間に終わってしまいましたが、
みなさまリフレッシュされましたか？
若葉の緑もすがすがしく、気持ちのいい季節がやってきましたね。
オーゴシ建設では、来月の大感謝祭にむけて
着々と準備をしており、スタッフ一同はりきっております！
過ごしやすい季節ではございますが、体調を崩さないようお気をつけください。

お待たせしました！今年もやります！！

詩集「宝石の眠り」より

夏の正午
キハダの大木の下を通つて
左へ曲がつて
マツバボタンの咲く石垣について
寺の前を過ぎて
小さな坂を右へ下りて行つた
苦しむ人々の村を通り
一軒の家から
ディラン・トマスに似ている

若い男が出て来た
私の前を歩いて行つた
ランニングを着て下駄をはいて
右へ横切つた
近所の知り合いの家に
立ち寄つた
「ここの衆
まさかりを貸してくんねえか」
永遠

男がまさかりを借りるだけなのに、強い印象が残りますね。
ふるさとへの愛憎と回帰―愛してやまなかった地
彼は若いころ小千谷が大嫌いだったそうです。旧弊な土地
で、外人妻を伴えば後ろに子供が付いて歩くような後進性が
嫌だったのでしょうか。後年冴子夫人と再婚し、戦争で疎開後
は度々帰省しています。ノーベル文学賞候補に何度も上が
り、英文学者・詩人・画家として功成り名遂げた晩年、故郷へ
の愛着を吐露し、終焉の地にとの希望を持っていたそうです。
昭和 57 年、子息の英国転勤のため小千谷総合病院に入
院。山本山と信濃川が見える病室で手厚い看護の中、入院 27
日目にして 88 歳で死去。小千谷市立図書館 3 階の「西脇順三
郎記念室」に当時の新聞記事、寄贈した洋書 1200 冊、絵画、
愛用品、マージョリ―の描いた絵などが展示されています。
順三郎の生家跡を近くの方にお聞きしたところ、親切にも案
内していただきました。本家に近い茶郷川のほとり、税金の物
納のため広い更地になったが、昔は家や蔵などが立ち並んで
いたとのこと。大詩人への誇りを感じました。詩歌などは実生
活には無力でも、心の栄養として必要かもしれませんね。

毎年大人気の網戸張替や、子どもも大人
も１日楽しめるイベント盛り沢山！！
日頃の感謝を込めて開催します♪
詳細は６月号ほっとぽっとに同封致します
のでしばしお待ちください！！

～自然と暮らす木の家～

㈱オーゴシ建設
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～長岡の木たち～
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旧南魚沼郡大和町。国道 291 号線の大崎ト
ンネルを過ぎて、大崎の集落に通じる旧道
と交わる地点に「てんまる杉」があります。
見渡す限りの田園風景の中、ゆるいカー
ブの場所なのでよく目立ちます。老木の故
か、何本かの支え棒や枝の切り痕も目につ
き、痛々しさを感じるような風情もあります。
南魚沼市指定天然記念物で、樹齢 300 年
以上、目通り 5，3ｍ、高さ 25ｍと説明板にあ
りました。名前の「てんまる」とは、丸いことを
表現した手まりからてんまり、てんまるになったそうです。樹勢旺盛
だったころは枝が茂り、子供の遊び道具の手まりを連想するくらい全
体がこんもりとして、丸い形をしていたのでしょう。
現在の姿は何本もの太い枝が切られ、少々スカ
スカで、名づけの語源にはピンときません。
国道の反対側の主幹には大きな傷を塞ぐ銅版が縦
に長く処置がされていました。満身創痍といったところ
ですが、大事にされている様子が伝わります。一方、
国道沿いの宿命とは言え、木にとって車の排気ガスは
いかがなものか、老杉には気の毒ではありますね。
木の周りには大小様々な石碑や石仏が集められています。立派な
記念碑の内容を確認したかったのですが、雑草が元気よくはびこり、
分け入ると、あの地を這う小動物に遭遇するような予感がして断念。
大崎の近くには、八海山神社やスキー
場、八海山酒造が経営する「魚沼の里」が
あります。日本酒を貯蔵する雪室見学と試
飲、敷地内にはそば店、菓子店、少し離れ
た所には地ビール醸造所、レストランなど
があり、県外ナンバーの車も多いです。

今月のスタッフイチ押し！！

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♪

私のイチ押しは皆さんご存知の『ままどおる』です。
えっ!?知らない？？ですよね（笑）『ママ～，ママ～，ままどおる～♪』
の CM ソングでお馴染み，新潟県のお隣り福島県のお菓子で，福島県
では（おそらく）知らない人はいないんじゃないかと
思います。それくらいポピュラー。1 つ食べると，つ
いつい 2 個 3 個と食べたくなってしまう優しい味。
株式会社三万石さんのお菓子で，店舗の他に磐越
自動車道のサービスエリアなどでも売っています。
お土産にも良いですが，意外と消費期限が短いの
でご注意を。 （阿部（憲））

Ｔ様邸新築工事（長岡市）
Ｆ様邸新築工事（長岡市）
先月の 28 日に上棟し、同日に上棟
式を行いました。現在は金物の取付や
下屋の工事が行われています。

私たち人間も毎年健康診断を受けるように住宅も健康状態のチェックが
必要なのです。日常どなたも床下を見る機会がなく気がつかないうちに
被害が大きくなってしまったケースが多くみられます。是非、右下の
シロアリチェック票でチェックしてみてください。早期発見が一番です。

赤い矢印が蟻道です。土から上がってき
て木部（土台）に到達、食害に至ります。

５月・６月はシロアリが羽アリとなって飛び立つシ
ーズンです。見つけたら早めの対策。羽アリを見つけ
たらほぼ間違いなく床下にシロアリの巣があると思っ
てください。早急に調査をお願いしましょう。

お風呂の目地にヒビがある。

□

家の周囲に木材を置いている。

□

窓に結露が多い。

□

床にきしみがある。

□

内壁に汚れがある。

□

柱に小さな穴があいている。

□

戸・ドアなど開閉がしにくくなった。

□

砂状のものが頻繁に溜まる。

該当項目がありましたらお気軽に
ご相談下さい。御見積もりは無料です。

仕事での疲れや、遊び歩いた後の疲れをまとめてリフレッシュするのにおススメなのが、足裏
の『ツボ押し』です。昔から健康法の 1 つとして注目されてきました。足には全身のツボがあり、
足つぼを刺激することで血行が改善されたり、疲れがとれるなどの効果が期待できます。
足の裏は“第二の心臓”や“身体の地図帳”とも呼ばれています。足裏のゴリゴリ感は、身体の
老廃物の固まり（尿酸、乳酸）です。この老廃物をほぐして、代謝を促進させることが足つぼマッ
サージの目的です。

ことから左足から始めてください。

昨年、建てさせて頂いた O 様のお父様の
家の同敷地内に、今年は O 様のお家を建て
させて頂きます。地鎮祭、遣り方と済み、連
休明けより本格的な工事がスターﾄしていま
す。

✔ を入れてください。
□

□

～足裏のつぼ～

心臓のツボがあり、体内循環がよくなる

O 様邸新築工事（柏崎市）

Coming soon …

◆協力◆

1、 スタートは左足から

ヤマトシロアリ

あなたのおうちについて、思い当たる項目
があれば

先月の 21 日に上棟し、同日に上棟式を
行いました。その後金物の取付やサッシ
の取付、防水紙を張る工事が行われ、現
在は内部の造作中です。

2、足の親指は脳と繋がっ
ている

3、土踏まずは消化器官と繋が

親指を押して固ければ脳が疲

腫れていたり、押すと痛みを感じ

っている

各部分のツボを押したり、流したり、気持

れている証拠です。

るのであれば消化力が低下。内臓を

ちのイイと思う方法で刺激してみて下さい。

睡眠不足、ストレス、考え事な

酷使したことで、土踏まずが腫れて

他の部分より痛みを感じるツボがあればそ

どありませんか？目や耳を休め

しまい、むくみに繋がっているそ

の部位は疲れてたり、弱ってたりしている

たり、脳がリラックスできる時

うです。

可能性が高いです。

間を作ってあげましょう。

W 様邸新築工事（長岡市）

Now Planning …
A 様邸新築工事（長岡市）
O 様邸新築工事（長岡市）
T 様邸ﾘﾌｫｰﾑ工事（長岡市）

今月のオススメ旬レシピ

～かつお～

４月～６月が旬の初がつお。スーパーで見かけることが多いですね。脂身の少な
い初がつおは、高タンパク低脂肪で、血液をサラサラにする働きで注目される不飽
和脂肪酸のＥＰＡ,ＤＨＡが豊富。ＤＨＡは脳の働きをよくする効果もあるとされていま
す。血合いの部分には、ビタミンＢ1，Ｂ2，Ｂ6，Ｂ12 などのビタミンＢ群と、鉄、銅、亜
鉛、マグネシウムなどのミネラル分が豊富に含まれています。
《目利き》
鮮度が落ちると、茶色っぽく変色するので、血合いの部分がはっきりしている
もの、身がしまっていて色鮮やかで赤色が綺麗なものを選びましょう。切り口が
虹色にキラキラしているものは、鮮度が落ちているので避けること。

美味しい

かつおとナスの炊き合わせ♪

♡
■材料（4 人分）
１柵
適量
２本
200ｃｃ
大さじ 1
大さじ 1
大さじ１/2
大さじ 2
少々

かつおの刺身ｏｒたたき

■作り方

１、 茄子を食べやすい大きさに切り、水に浸し
ておく。
２、 かつおを削ぎ切りにして片栗粉をまぶす。
３、 フライパンに油をなじませ中火でかつおを
両面焼き、一旦とりだす。
４、 とりだしたフライパンに★を入れ煮汁をつ
くり、沸騰したら茄子、かつおの順に入れ
て蓋をして煮る。
５、時々フライパンをゆすって、焦がさないよ
うに。茄子がしんなりして煮えて、かつお
多めに買って、半分はお刺身で♡
に味がつけばできあがり♪お好みでおろ
もう半分は炊き合わせにしてお弁当に
ししょうがを入れてめしあがれ♡
入れました♪

片栗粉
茄子
★水
★酒
★みりん
★砂糖
★醤油
しょうが

