お届けしました皆さまへ

Gomame の
Tubuyaki

お茶を
美味しく飲む。

ほっと・ぽっと
2017.4・5 合併号

喉が渇いた時、一息入れたい時、お客様がいらっしゃった
時。多種多様の飲み物がある中で、一番身近な飲料は今も昔
も日本茶かもしれません。この頃では茶器不要のペットボトル
のお茶が人気で、出先でも手軽に購入でき、便利ですね。
しかーし！時にはひと手間かけて、お湯を沸かし、お茶の葉
を急須で淹れ、お気に入りの湯呑で飲むのも良いものです。
煎茶の味は淹れ方で違いが出ます。上手なお茶の淹れ方
を、日本茶インストラクターの方から教えていただきました。
煎茶をおいしく淹れて、おいしく飲む方法
煎茶とは日本茶の一種で、細長い袋
入りで売られている一般的なお茶です。
普通お茶の葉と言えば「煎茶」ですね。
左は煎茶を淹れる茶器。茶卓、湯呑、
急須、湯冷ましの他に茶筒、茶匙も使い
ますが、究極、急須と茶碗があればお茶は飲めるような…。
*水…ミネラルウォーターか、浄水器を通した水。水道水なら
十分沸騰させ、カルキ臭を除去する。
*茶の葉…今回は 100ｇ千円のものを使用。4 煎くらいは出せる
ので、せいぜい 2 煎の安価な品より経済的かもしれません。
① 急須に茶の葉を入れる…一人分で 15cc の大匙半分（3ｇ）。
② お湯を量る…計量カップ 60ml、湯呑なら 6～7 分目の量。
③ お湯を冷まし、急須に入れる…１煎目：70℃ 2 煎目：90℃
*お湯の温度…ポットで 100℃のお湯を適温に下げるには、湯
冷まし、急須、湯呑を使う。器具に移す毎に 10℃下がります。
④ ゆっくり待って、急須から湯呑に注ぐ…茶の葉の成分が浸
出する時間は１煎目：60 秒 2 煎目：15 秒 3 煎目：10 秒
⑤ 1 煎毎に、急須から最後の一滴まで注ぎ切る。次煎のため
に、急須の胴を軽くたたいて茶の葉を中央に戻す。急須は
廻さず静かに注ぐ。蓋は穴のある方を注ぎ口側へ置く。
*湯の温度と味の関係…1 煎目の低い温度だと濃厚な甘みを、
2 煎目以降の高い湯温ではさっぱりした渋みを味わえます。
<二人分では茶の葉は計量スプーン（大）すり切り１杯、5ｇ。お
湯 120ml。湯呑に注ぐコツは、少量ずつ均等に回し注ぎする>
お茶を商って 190 年の老舗
講師は、与板の街中にある「(有)田中清助商店」の田中洋
介さん。IT 企業、建設企業を経て、昨年家業に就かれまし
た。お茶のような爽やかさと、行動力が印象的な人柄です。
店舗は京都の町屋を思わせる縦長の建物。七代目のご当
主から、昔はお茶だけでなく高級な雑貨などの商品は京都
からの仕入れで、強い結びつきがあったこと、与板出身の京
都の日本画家、三輪晁勢との交流のお話しを伺いました。
お茶に含まれるカテキンは免疫力を上げ、生活習慣病の予
防、ストレス解消などの効能があります。
お茶は健康の素！大いに飲もうではありませんか。

木を訪ねる
加茂市

No,130

～長岡の木たち～

加茂山公園のユキツバキ群落

長岡から車で走ること、小一時間。
粟ケ岳を眼前にした加茂市は「越後の
小京都」のフレーズで知られていま
す。街の落ち着いた佇まいが京都を
連想させることからのようです。
加茂山公園は市街地の中の自然豊
かな丘陵を公園に整備し、ライブな
ども開催できる市民憩いの場所。例えるならば、悠久山公園が長岡
駅から徒歩数分にあるような、そんな感じでしょうか。
訪れた４月上旬はまだユキツバキの開花には早く、気の早い数本
が花を付けている程度でした。椿の漢字は木偏に春。鮮やかな赤い
花を咲かせるツバキは、梅や桜とはまた趣きの違った、春の訪れを告
げる代表的な花だったのでしょう。
ユキツバキは積雪のある日本海側の
内陸部に自生し、太平洋側に多いヤブ
ツバキの変種か亜種とされているそうで
す。低木で細い幹、細長でギザギザが目
立つ葉、ヤブツバキとの何よりの違いは
平たく横に広がる花と、雄蕊が付け根まで
深く切れ込み、全体が黄色であることのようです。
加茂山公園には五万本ものユキツバキの野生の群落、百種の園
芸品種があります。ソメイヨシノも多く、サクラとユキツバキが競って
咲く公園は珍しい景色かもしれません。遊具がそろった児童公園には
花の見ごろには早いのにかかわらず、大勢の子供で賑わっていまし
た。公園内には無料の放し飼いのリス園があ
り、リスとの触れ合いが人気だそうです。
深い雪から枝を起こし、花を咲かせるユキツ
バキは、健気に耐えて花開くイメージがありま
すね。「新潟県の木」に選ばれています。

暖かな日差しがなによりもうれしい季節となり、会社の木蓮も
満開です。悠久山の桜祭りも始まり、桜花満開の季節が
やってまいりましたね♪お花見やゴールデンウイークの計画に
ウキウキしている私ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？
不安定な天候の季節です。風邪などひかないように、
体調にお気をつけてお過ごしください。

早いもので第１０回目となりました！！

今年もやります！！
日頃お世話になっている皆様、地域の
皆様に感謝の心を込めて開催致します！！
毎年恒例の網戸の張替えはもちろん♪
昨年好評だったスタッフ厳選「お楽しみ
袋」等々！！楽しいこといっぱい！
ご家族おそろいでお越しください♪

今月のスタッフイチ押し！！
～お知らせ～

４月より、ほっとぽっとの発行を
隔月発行とさせていただきます。

わたなべが行く

～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
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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

ラーメンシリーズ

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♪

第５弾

尾道らーめん“七鐘屋”さんです。
尾道瀬戸内海の小魚などのスープでやさしい味です。（新潟のラーメンと
はまた違う美味しさです）
私が行った時は、家族連れ・若いカップルさん・ご夫婦などほんとに多く
のお客様が食べておられました。（曜日によってはちょっと待ちます）
あっさり系のものを食べました。おいしかったです。
もう１杯おかわりできそうでした。そしてメニューが豊富です。
是非みなさまも食べてみて下さい。（渡部）

七鐘屋
長岡市蓮潟 1－14－18
☎0258－29－7780

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。

長岡市
長岡市

M 様邸
K 様邸

and more

N 様邸リフォーム工事（長岡市）

４月から６月の地中が暖かくなる時期は、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を！！
羽アリを見付けたら、ほぼ間違いなく床下に
シロアリの巣があると思って下さい。
羽アリが出たら即、専門業者へ調査を依頼した
方が良いでしょう。下の「住まいのシロアリ
チェック票」で確認してみてください！
早期発見が一番ですよ★

Now Planning．．．（ただいまプラン中）

柏崎
Ｏ様邸
Ｈ２８．１０ 竣工
３６．１坪

水廻りの入替えと一部 LDK の間取りを変更しつつ内装を一新しています。
今までは LDK として独立した部屋でしたが、今回のリフォームによって、LDK と
廊下・さらに廊下を挟んで隣接していた和室を一体として使えるようにします。

外壁と破風や木部の色合いにこだわりました

赤い矢印が蟻道
（ぎどう）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。

造り付け家具「ＴＶ台＆収納棚」
自然素材でトータルコーディネート

Y 様邸リフォーム工事（長岡市）
システムキッチンの入替えに合わせて、今までは外壁面に設置されていた
キッチンを対面式キッチンにしました。部屋自体は LDK としてつながっているの
で、既存部分とキッチン部分の取合いに気を付けました。

（ヤマトシロアリ）

「住まいのシロアリチェック票」

ＬＤＫ+和室で明るく広々とした空間、
ハンモックにゆられてウトウト・・・
心地よい時間が流れます

ご夫婦お揃いの作業着で
壁塗りのＤＩＹ

思い当たる項目があればチェックを入れて下さい。

□
□
□
□
□
□
□
□

お風呂の目地にヒビがある。

窓に結露が多い。
床にきしみがある。
内壁に汚れがある。
柱に小さな穴が空いている。
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。

① とにかく、床下を乾燥させましょう！！
基礎の風穴はプランターなどで塞がないようにする。

住まいの中に空気と日差しを！！
シロアリは光と乾燥を嫌います。

◆協力◆

～新ごぼう～

家の周囲に木材を置いている。

該当項目がありましたら
お気軽にご相談ください．

②

今月のオススメ旬レシピ

新ごぼうの旬は４月～５月。通常より早く収穫しているため、皮は薄く、アクも弱く
柔らかく、風味も普通のごぼうと比べ上品で優しい香りがします。
栄養は、食物繊維が豊富で、老化の原因の活性酸素の除去、滋養強壮など。
そして、新ごぼうは生でも食べられるのだそうです！（はじめて知りました。）
今回は初めて生で食べてみます！！
《目利き・保存》
ひげ根が少なく、なるべく先の方まである程度の太さがあるものをえらびます。柔ら
かくぐにゃぐにゃと曲がるものは避けて下さい。
新ごぼうは、風味が落ちやすいのでナイロン袋やラップなどで密封して冷蔵庫へ。

簡単
すぎる！

生の新ごぼうごまマヨサラダ

■材料（４人分）
新ごぼう
にんじん
きゅうり
塩
★マヨネーズ
★白すりごま
★砂糖

１本
１/２本
１本
少々
大さじ３
大さじ２
小さじ 1

■作り方
１、 新ごぼうの皮はたわしでやさしくこすり洗
いします。にんじんは皮をむきます。
２、 ごぼう、にんじん、きゅうりを千切りにし
ます。ごぼうは５分くらい水にさらす。
３、 にんじん、きゅうりは塩をふっておく。
４、 ★をボールにいれ、よく絞った３と、水を
切ったごぼうをあわせてできあがり。
ごぼうサラダが火を使わないでできるなんて・・・！
千切りもスライサーを使うと超簡単だし確実に食卓
に出る回数が増えます。
子供たちにも大好評でした☆

