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Tubuyaki

高島 野十郎の
生涯

高島野十郎という洋画家が世に知られたのは、昭和 61 年、
没後 10 年経った頃のこと。現在でも絵画に関心がある人の間
では有名でも、一般的にはマイナーな存在かもしれません。
高島野十郎（1890 年～1975 年）は明治 23 年、福岡県久留米
市の裕福な造り酒屋に八人兄弟の五男として生まれました。
本名は弥寿（やじゅ）。秀才で、東京帝国大学農科を首席で卒
業しています。子供のころから絵を描くのが好きで、美術学校
進学を希望しましたが、父の反対で叶えられませんでした。
両親の死後大学を辞職し、画家として生きる道を選びます。
独学で師を持たず、画壇とも関わらず、あまつさえ家庭を持た
ず、名利を求めない、画業のみを追究する一生を貫きました。
「怖い絵」 絵が突きつけるもの
左は 33 歳ころの「りんごを手にした自画像」。
暗い背景に浮かぶ法衣の男が持つ青いりんご
は、何の比喩でしょうか。そして見る者を凝視す
る眼光の鋭さと、澄んだ目から放たれる気迫。
普通の意味での美しさや快さはありませんが、
絵と対峙する者を捉える、強いインパクトがありますね。
野十郎の絵を直接見たこともなく、絵画の鑑賞方法も知ら
ない素人の感想ですが、彼の絵の特徴として、写真かと思う
ほどの写実と、葉の一枚まで緻密に描きながら、そこに抒情は
ありません。深い精神性を感じさせるのではないでしょうか。
孤独の覚悟
第一次大戦後の三年半、ヨーロッパへ洋行。
帰国後は故郷と東京に住み、70 歳を過ぎて千葉
県柏市に小屋を建て、電気無し湧水を使う質素
な暮らしの中で畑を耕し、制作に専念しました。
世間的な成功は元から眼中になく、描き続け
ることだけを望む生活。特別養護老人ホームに収容される時、
柱にしがみついて抵抗し、誰にも看取られず野垂れ死にした
かったと述懐したという最期からは、相当の覚悟があったと思
われます。ただ、極貧の生活ではなく、絵を認める支援者がお
り、筋が通った性格でも、偏屈、狷介ではなかったようです。
闇を描くために月を描いた
柏市の自然の中から、月や太陽、蝋燭の連作
が生まれました。光と闇は野十郎が到達した仏
教的な無常観の表現だったのかもしれません。
昭和 55 年、地元美術館に展示された一枚の
絵が反響を呼び、若き学芸員によって残された
三百余の作品が発掘されました。ほとんどが親族や友人知己
の許にあり、個展の出品の依頼には多くの所有者が「野十郎
さんのためになるのなら」と快諾したそうです。
昨年は、没後 40 年の特別展が関東・九州で開催されまし
た。できるならば、いつか実物を鑑賞したいものと思います。
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木を訪ねる
柏崎市西山町石地

No,128

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。
ご縁を頂いたお客様の“家守り”をさせて頂きながら、
ご家族を見守らせて頂きたい・・・そんな、当社の願い・
想いを胸に、今年も、仕事に取り組んでまいります。
当社のプロとしての提案力と、協力業者の職人さんの、
高い技術力でお客様に満足して頂けるように、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。
株式会社

オーゴシ建設

代表取締役社長 阿部 節子

～長岡の木たち～

御島石部神社のシイ樹叢

出雲崎町から柏崎方面へ、日本
海を眺めながら走る国道 352 号線
沿いの石地は、海水浴でおなじみ
の海の町ですね。
御島石部（みしまいそべ）神社は
その古い町並から、背後の丘陵へ
緩やかな坂道を登った先にありま
す。350ｍ続くという石畳の参道は、
切通しの石垣、照葉樹が次々に現
れ、奥に進むほど雪の深い内陸部とは異質
な、南国的な雰囲気になります。
社殿の脇の巨木のスダジイは神木なので
しょうか、右の写真の通り根元はうねりなが
ら立ち上がり、よくぞ太古から生きてきたと
思うほど何とも怪異な様相です。このような
大木のシイが、神社一帯の丘陵 20 アールに十数本あるそうです。
シイは本来、日本の中部以南の温暖な地に自生する木。この神社
のシイの樹叢は対馬暖流の影響を受ける本州日本海側の自生林の
北限になり、たいへん貴重なもので、新潟県指定文化財、天然記念
物に指定されています。かつて海岸近く一帯に広がっていたであろ
うシイの原始林は、人の営みによって消えてゆきましたが、この樹叢
だけが神聖な神社の杜として開発を免れ、残ったのかもしれません。
社殿奥のシイの密林に分け入る勇気はありませんでしたが、神社
横の公園から鬱蒼とした森が望めます。
神社の拝殿の彫刻の数々は、石川雲
蝶と同時代に活躍した小林源太郎という
名工によるもの。他にも諏訪の名人、立
川和四郎の作品もあり、興味のある方
にはたいへん見応えがあるそうです。
端を

協力業者の方々と
新年会にて

㈱オーゴシ建設
フリーダイヤル

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♪

私の今月のイチ押しは、小千谷のラーメン激戦区
通称“ラーメンロード”にある『麺屋ばやし』さんです。
ここのラーメンは大盛り 10 円増し、特盛り 20 円増し！！
野菜増し～増し々も１０～４０円増しと最強コスパ。
そして、なんといっても自家製麺のもちもち食感。
なので、食べ終わったときの満足感がハンパないです（笑）
是非、小千谷に行った際には寄ってみてください。（池田）

～自然と暮らす木の家～

オ ー ゴ シ

今月のスタッフイチ押し！！

－

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

麺屋ばやし
小千谷市城内 3－7－16
☎0258－83－5634

O 様邸新築工事（長岡市）
住宅ストック循環
支援事業

耐震化を高め、エコ住宅に長く住んでいただくために、持ち家の省エネを向上させるリフォーム
（エコリフォーム）に対して補助金がもらえます。リフォーム後の住宅が耐震性を有することが条件です。
※昭和 56 年 5 月以前の住宅は耐震改修工事が必要です。

補助限度額一戸あたり最大３０万円

耐震改修を伴う場合は最大４５万円

内部では外周部に断熱材が納められそ
の上から石膏ボードを張る作業や階段、窓
枠、建具の枠等の取付作業が行われてい
ます。

※1～3 がリフォーム必須工事です。なおかつ補助金額合計が 5 万円以上が条件

①ガラス交換

②内窓設置

既存窓を利用して、ガラスを
複層ガラスに交換

大

1.4 ㎡以上

中

0.8 ㎡以上
1.4 ㎡未満

小

0.1 ㎡以上
0.8 ㎡未満

既存窓の内側に、
新たな窓を設置

8,000 円/枚

大

5,000 円/枚

中

3,000 円/枚

小

2.8 ㎡以上
1.6 ㎡以上
2.8 ㎡未満
0.2 ㎡以上
1.6 ㎡未満

③外窓設置
既存窓を取り除き、新たな窓に交換

20,000 円/窓

大 2.8 ㎡以上

14,000 円/窓

中 1.6 ㎡以上

20,000 円/窓

小

既存ドアを取り除き、新たな
ドアに交換

大

開き戸：1.8 ㎡以上
引 戸：3.0 ㎡以上

14,000 円/窓

2.8 ㎡未満

8,000 円/窓

④ドア交換

0.2 ㎡以上
1.6 ㎡未満

8,000 円/窓

外部では広い軒の天井へを張る作業が
完了しました。Ｏ様邸の見どころの一つに
なるのではないでしょうか。現在は板金屋さ
んによる外壁を張る作業と破風板へ板金
を巻く作業が行われています。

25,000 円/箇所

小

開き戸：1.0 ㎡以上 1.8 ㎡未満
引 戸：1.0 ㎡以上 3.0 ㎡未満

20,000 円/箇所

一定の量以上の断熱材を用いる断熱改修について、施工部位ごとに補助金がもらえます。

今月のオススメ旬レシピ

外壁、屋根・天井又は
床の断熱改修

外壁

120,000 円

天井・屋根

36,000 円

床 60,000 円
里芋は、でんぷん・たんぱく質・食物繊維が主成分で、イモ類の中でも水分が多く
低カロリーなのが特長です。むくみの解消や高血圧予防に働きかけるカリウムや腸
内の環境を整え、便秘解消に有効な食物繊維、疲労を回復させるビタミンＢ1 も多く
含まれています。
《目利き・保存》
里芋はふっくらと丸みがあり、表面に傷が無いものを選びます。持った時にず
っしりと重みを感じるものを選んでください。逆に軽いものや柔らかくなっている
ものは避けて下さい。
冷蔵庫に入れると低温障害をおこし、早く傷みやすくなってしまいます。また土
を洗い落としてしまうと乾燥してしまうので、新聞紙などに包み風通しの良い冷
暗所で保存しましょう。

（下記から 3 種類以上の設置が必要）

太陽光熱利用
システム
24,000 円

節水型トイレ

高断熱浴槽

24,000 円

24,000 円

高効率給湯器

節水水栓

24,000 円

3,000 円
リフォーム工事での例

Ａ．バリアフリー改修

・手摺設置：6,000 円

・段差解消：6,000 円 ・廊下等の拡張 30,000 円

既存窓の内側に新たな窓を設置
（2.8 ㎡以上）2 枚 40,000

・出入口幅の拡張 30,000 円

円

（1.6 ㎡以上 2.8 ㎡未満）

Ｂ．エコ住宅設備の設置

開口部の断熱改修との組合せなら以下の内、1 種類からでも加算
・節水型トイレ：24,000 円 ・高断熱浴槽：24,000 円
・高効率給湯器 24,000 円
・節湯水栓 3,000 円
・太陽熱利用システム：24,000 円
（リフォーム瑕疵保険に加入するものが対象）

Ｃ．木造住宅の
劣化対策工事

Ｄ．耐震改修

・浴室のユニットバス設置：30,000 円
・脱衣室の耐水性仕上げ：8,000 円
・小屋裏換気口設置：8,000 円
・小屋裏点検口設置：3,000 円
・外壁の軸組等及び土台の防腐防蟻措置：20,000 円 ・床下点検口設置：3,000 円
・土間コンクリート打設：120,000 円

150，000 円

Ｅ．リフォーム瑕疵保険への加入策工事

11，000 円

～里芋～

1 枚 14,000 円
節水型トイレに 24,000

円
手すりを設置 6,000 円

車いすにも対応！
トイレの出入口幅を拡張

30,000 円
入口の段差解消 6,000 円
合計 120,000 円も補助金が
もらえます！！

ねっとり
ほくほく♪

里芋の味噌そぼろ絡め♪

■材料
里芋
500ｇ（皮つき）
豚ひき肉
100ｇ
★酒
大さじ 2
★みりん 大さじ 4
★味噌
大さじ 2
★すりおろしニンニク １片

■作り方
１、 里芋の皮をむき、食べやすい大きさに切り
そろえ、塩を振りよくもんでから水洗いし
て水気をきり、ざるにあげる。
２、 １を耐熱容器に入れ、ラップをかけてレン
ジで３～４分。固かったらまた少しチン。
（竹串が通るくらいまで。）
３、 ★を混ぜ合わせ、味噌を溶かしておく。
４、 フライパンを熱して挽き肉を炒め、色が変
わったら★を加えてひと煮立ちさせる。
５、 ２を加えてよく絡めて水気をとばして、で
きあがり。
我が家は甘いのが好きなので、少しお砂糖
を足しました♡

