お届けしました皆さまへ

総額

１億円
ご相談お待ちしております。

Gomame の
Tubuyaki

DNA から知る
日本人への旅

私たちはどこから来たか

日本人の顔立ちは、ほとんど同じ民族とされながら、バラエ
ティに富んでいると言われます。実際にそうなのかは、他の国
と比較検証しないとわかりませんが、南北に 3,000 ㎞もある日
本列島、地域の差があっても不思議ではありませんね。
都会の大きな駅で、行き交う人々を見ていると、他人様の
容姿を批評するのではありませんが、多様性を実感します。
遥かな地からたどり着いた旅人の末裔
日本列島の 15,000 年前から 2,300 年前を縄文時代と呼び、
その後に水田耕作を特徴とする弥生時代が始まりました。縄文
の人々が独自に弥生の文化に進化したのではなく、弥生の生
活様式を持った人々が渡来したというのが現在の定説です。
日本列島に人が住み始めたのは、4～2 万年前。幾つかの
ルートで列島に着いたと考えられ、縄文人の祖先になりまし
た。近年の研究では、縄文人は狩猟採集を主に、航海術に長
け、交易をするグループもあった多彩な人々だったようです。
DNA の研究 日本人のルーツ
♪
このごろ話題になる DNA とは何でしょうか。
アパナア
難しくてよく理解できませんが、超簡単に言えば ガマポ
♪
「すべての生物にあり、もとの細胞と全く同じ遺伝
情報を子孫に伝える働きをする物質」のことだそうです。
この研究を人類学に応用し、人類はアフリカにいた一人
の女性の子孫であるという学説が話題になりました。
近年発表された日本人の DNA 研究によると、アフリカを出た
人類は 6 万年前にイラン付近で三つのルートに別れますが、
東に向かった者のうち、早くに分岐したグループがアジア東
北部から北海道に渡り、南下して縄文人の祖先の本体になり
ました。その後大陸沿岸部から 4,000 年～3,000 年前にやって
きた人々がおり、紀元前 1,000 年ころに朝鮮半島や大陸から
渡って来た人々によって弥生時代が始まりました。
先住の縄文人はどうなったのでしょうか。男性に
しか伝わらない Y 染色体を調べると、縄文人の痕跡
を濃く残すと考えられているアイヌや琉球人に次い
で、縄文人特有の DNA を持つ人がなんと現在の日本人に 30％
も見られることがわかったのです。原住民の彼らは、平和に弥
生人や南洋の島々、東南アジアからの人々と共存し、混血し
て現在の日本人を形造っていったと考えられるそうです。
多様な DNA を持つ日本人
現代日本人は東アジアに住む人々と共通の DNA を持ちます
が、縄文人の祖先の DNA も受け継いでいます。おおらかで進
取の気性に富み、外来の文化を器用に採りこんで発展させる
柔軟さは、誇りにしても良いかもしれませんね。
純粋の縄文人、弥生人は存在せず、双方の混血は未だ継続
中と言われます。加えて今後、移民政策が実施された時、百
年後の社会はどんな変容を遂げているでしょうか。

ほっと・ぽっと
2017.3

木を訪ねる
新潟市西蒲区峰岡

No,129

3 月 4 日、5 日の完成見学会には、たくさんの皆様にご来場頂き、
ありがとうございました。皆様の笑顔に出会えて元気をもらいました！！
春寒も緩みはじめ、ようやく過ごしやすい気候になってまいりました。
ふきのとうも、顔を出しはじめましたね。旅立ち、出会いの春。
春とともに皆様の上にも幸せが訪れますように・・・。

長岡市住宅リフォーム支援事業が
始まります！！
受付期間 ４月１９日～４月２５日まで
住宅部分のみを改修したい場合
補助金最大

１０万円

２０万円

又は

（三世代同居申請の場合）
※三世代同居申請とは・・・
「親世代」+「子世代」+「孫世代」とうにより構成される三世代以上の
世帯が、共住する住宅の内部工事（例：浴室・内装等）を行うこと

併用住宅の店舗部分も改修したい場合

補助金最大 10 万円

空き家を居住するために改修したい場合

補助金最大 50 万円

「リフォームしたいんだけど、あまりお金をかけられないし・・・」と思っいる
方！お得にリフォームしちゃいましょう♪
「でも書類や届出が面倒だな～。」という方も・・・安心して下さい！！
書類の作成や届出はすべて当社が代行致します。
まずはお気軽にご相談下さい♪

～自然と暮らす木の家～

㈱オーゴシ建設
オ ー ゴ シ

フリーダイヤル

－

いこう
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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

～長岡の木たち～
旧入徳館小学校のタブの木

「米百俵」の故事は、贈られた長岡藩
が有名ですが、贈った側の三根山藩の
名前はあまり知られていませんね。
旧西蒲原郡巻町の峰岡は、その三根
山藩があったところです。
古いタブの木がある入徳館小学校は
藩校を引き継いだ伝統のある学校でし
たが、昭和 53 年に閉校になりました。
タブの前に設置されている「新潟市指
定文化財天然記念物」の説明板には、
「樹齢 200 年、根廻り 5ｍ、幹廻り 4ｍ。
高さは小学校があったころは 10ｍはあった
が、廃校後新潟市の野外研修所に建替え
られた際、樹勢が衰えたため何度も再生
処置が施され、辛うじて根元の幹が生き残
り、現在はやっと新しい枝が伸びて再生の
兆しがみられるようになった」とあります。
正門脇に立つタブの木は柱に支えられ、生きてきた長い歳月を物
語る幾つもの瘤のある幹の裏側は、大きな空洞を樹脂で保護される
など満身創痍、痛々しくもあります。環境の変化で枯れ死寸前のとこ
ろを、人々の懸命な努力でやっと再生したタブの木。小学校のみなら
ず地域のシンボル的な、大きな存在なのかもしれませんね。
クスノキ科のタブはイヌグスとも呼ばれ、北部本
州から南の温暖な海岸近に自生します。高木にな
り、艶やかな葉を持つ常緑木。内陸の長岡あたり
ではあまりなじみが無い木でしょうか。
黒紫色の小さな実は、なんとアボカドに似た味
で、果肉は少ないものの、実の中の種が大きいこ
とも同じとか。この実は小鳥の好物だそうです。

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♪

昔お正月にテレビで『徳川埋蔵金伝説』って放送覚えてます？赤城山
に眠る徳川埋蔵金を探す番組。ついに見つかるのかっ!?と夢中で見てい
たあの番組。これの出演者が糸井重里さん。そして，今回の私のイチ押
しはこの糸井さんが手がける『ほぼ日刊イトイ新聞（ほぼ日）』という web
サイトです。きっかけはデジカメ買い替えのため、web で調べ中にほぼ日
の『写真がもっと好きになる』という連載を発見。カメラ選びそっちのけで
この連載を読んでしまいました。Web には内容が薄いものもありますが、
そんな中で、ほぼ日のそれぞれの連載は内容がホントに濃い！濃すぎて
未だ読みきれません!!そして、書いてる人が楽しそう♪ぜひ，見てみてく
ださい。ちなみに、糸井さんは埋蔵金が本職ではなく、コピーライターさ
んだと最近知りました。（阿部（憲））
『ほぼ日刊イトイ新聞』の URL→http://1101.com
または『ほぼ日』で検索！

どんなに耐久性がある住宅でも、いつまでも維持できるわけではありません。
住まいを長持ちさせるには、まず手入れを良くする事が大事です。
常に日光や雨風にさらされる屋根・外壁や雨樋など、家の外廻りは特に傷みやすいの
で、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。

＜どうしたらわかる？

塗り替え時期＞

一般的に塗装の耐久年は１０年ぐらいといわれておりますが、使用している
塗料の種類や施工方法、建築の立地条件によってちがってきます。壁の様子

当社で施工させて頂いたお客様にアンケートをお願い致しました。
購入の経緯から住んでみての感想など、さまざまなご家族の声をご
紹介します。
地域密着の地元の工務店ならではの、こだわりの家づくりの想い
を感じて、オーゴシ建設を知って頂ければ・・・。と思っております。

小千谷市
Ｈ２８．１２ 竣工

Ａ様邸
３５．３坪

O 様邸新築工事（長岡市）
O 様邸は工事が終わり、3 月 4・5 日に完成見学会を開催、その後、お引渡し式を行な
いました。完成見学会開催はまだ冬場の 3 月上旬でしたが、土・日曜日と天候にも恵ま
れたくさんのお客様にご来場をいただきました。粗品として準備した焼きいもは数を急
遽追加し，移動販売「飛燕（ひえん）」さんによるカレーライスの販売は終了予定時間を
待たずに完売するほど大盛況でした。
お引渡し式は，O 様ご家族と当社協力業者さん、当社スタッフが出席して行なわれま
した。協力業者さんからは O 様邸の工事中に苦労したところを，当社スタッフからは O
様との打合せ時の思い出を，そして O 様からは家づくりについての思いと感謝の言葉を
いただきました。O 様、これからも末永いお付き合いをよろしくお願いします。

を観察するのに、家のまわりをぐるっと回ってみましょう。もし、下記のような
状態だったら、ＳＯＳのサイン。できるだけ早いメンテナンスがオススメです。

＜外

壁＞

【チョ―キング】
建物の塗装部分が白っぽくなり、手でこすると白い粉がつくこ
と。塗装部分の劣化の初期症状です。この時期の塗り替えをオス
スメします。

Now Planning．．．（ただいまプラン中）

【カビ・藻】

長岡市
長岡市

日当たりの悪い箇所や、湿気がたまりやすいところでは、塗膜が
劣化すると防水機能が低下する為、藻やカビが発生します。

【クラック、ひび割れ】
モルタル、コンクリートのひび割れは様々な原因であらゆる箇所
に生じます。特に地盤沈下により、コンクリート基礎にクラック
が入り、やがて外壁に達する場合もあります。傷んだ箇所は放っ
ておくと内部に水が入り、内部の鉄筋、鉄骨や内部構造が腐食し
てきますので早めの補修をオススメします。

【シーリング材のヒビ割れ】
サイディング板の継ぎ目などには、シーリングという防水が施工
されていますが、これがひび割れたりすると、そこから水などが
入り建物にダメ―ジをあたえます。

M 様邸
K 様邸

今月のオススメ旬レシピ

＜屋

根＞

【色あせ・チョ―キング】
塗装の色が落ち、塗装が劣化して、防水性を損ない、屋根素
材自体を傷める原因になります。
【ズレ】
特に壁際や棟廻り等、屋根材を加工した部分において見られる現象
です。防水上の問題が大きく、このままですと漏水に繋がる恐れが
あります。

痛みの具合が軽ければ、屋根・外壁ともに、張り替えの前に塗り替えをすることを
オススメします！！その方が経済的にやさしいのです♪
ただ、塗り替えの為にはやはり、痛みに早く気付いてあげることが必要。痛みが
ひどいようでは、塗装では手に負えない場合があるのです。

～茎わかめ～

春に旬を迎える（茎）わかめ。鮮度が落ちやすいので、塩蔵や、乾燥したものが流
通しています。この時期しか生で出回らないので、見つけたら買ってみてください。
食物繊維を豊富に含んでおり、“ぬめっ”としているのは、アルギン酸と呼ばれる水溶
性食物繊維です。そしてビタミンＡ、カリウム、カルシウム、ミネラル、ヨウ素などたく
さんの栄養を含んでおりますが、カロリーは 100ｇあたり 15kcal と低カロリーです。
《目利き・保存》
つやがあって、厚みと弾力があるものを選んでください。
保存はさっと湯通しして流水で冷やして冷蔵庫へ。痛みがはやいので、早めに
使うのがＢＥＳT です。

【塗膜のはがれ】
塗膜が劣化して、浮いていたり、剥がれていたりすると最終局面
です。早急な修繕工事をオススメします。

and more

春です！

磯の香り♪茎わかめの炒め煮

■作り方
■材料
茎わかめ（生） 200ｇ
ちくわ
2本
油揚げ
2枚
だし汁
100ｃｃ
みりん
大さじ 1
しょうゆ
大さじ 1
ごま油
大さじ 1

１、 茎わかめは、よく洗い、食べやすい大きさに
切り、さっと茹でで、流水につけて、冷めたら
ざるにあげておく。
２、 ちくわ、油揚げは茎わかめにあわせて、切っ
ておく。
３、 フライパンにごま油を入れ、茎わかめ、ちく
わ、油揚げを入れよく炒める。
４、 砂糖を加え、よく絡まったら、だし汁、みりん
を入れる。
５、 煮立ったら、しょうゆを入れて汁気がなくなる
まで煮詰めたらできあがりです。

