お届けしました皆さまへ

Gomame の
Tubuyaki

明治毒婦伝
よ あらし

夜 嵐 お絹の生涯

爽やかな若葉の季節、爽やかさとはほど遠い女性殺人犯を
話題にするには少々気が引けますが、約 150 年前、激動の幕
末・維新を経て文明開化が始まるころ、波乱万丈の短い生涯を
生き、当時の人々に強い印象を残して、後世にまで伝えられ
た毒婦・夜嵐お絹こと原田絹なる美貌の女性がいました。
「毒婦」の定義
意味の近い「悪女」を検索すると、「悪女」とは心の悪い女、
性質の良くない女。次に、男を魅了し堕落させるような小悪魔
的な女性、男を手玉に取る女。さらには容貌の醜い女をも指
すそうで、どれも男性目線。特に最後は酷い言いようです！
明治から昭和初年にかけて毒婦とされた女たちは、一様に
薄幸の生い立ち、芸妓や遊女として華やかな人気を得た後、
罪人となり悲惨な最期を迎えるパターンが多いのですが、毒
婦としての第一条件は、美しくなければならなかったのです。
夜嵐お絹の罪と罰
お絹の一生には諸説あり、事実として確認できる事柄は、
芸者から裕福な金貸し業者の妾となったが、美男歌舞伎役者
の愛人と所帯を持ちたいがため、夫を殺鼠剤（ヒ素）で毒殺し
た嫌疑を掛けられ、明治 5 年（1872 年）2 月、東京府
小塚原刑場で斬罪後、浅草にて 3 日間の晒し首の
刑に処されたこと。逮捕された時身重だったので、
出産を待って処刑が行われたことくらいのようです。
生地や生年も定かでなく、江戸生まれ、享年 28
とされています。罪科は不義密通と夫の殺人です。
大衆はいつの世もゴシップが好き？
低俗な庶民の好む与太話には一切関心が無いという方も
おりますが、テレビや週刊誌は競って有名人の動向を報道して
いますね。物見高いは人の常、遥か昔の明治 5 年に、お絹の
処刑を翌日創刊の「東京日日新聞」が煽情的に報じています。
死後、講談や錦絵の題材になり、何度も映画化されて事実
に枝葉が付き、原田絹は夜嵐お絹という毒婦になりました。
夜嵐のあだ名は辞世の句「夜嵐のさめて跡なし花の夢」から
採られましたが、これもフィクションだそうです。少女時代は
寄席の手品師説、美貌を見込まれて某大名の側室になり世継
ぎを生んだが、大名の死後芸妓に戻った説などがあります。
虚実混交、伝説となったお絹は、あの世で本人もびっくり
の、実像とは程遠い存在になったのではないかと思います。
明治の仇花か
社会保障も無く、女性の職業も限られていた時代、貧しい
庶民の女が身を立てるには、そのころ隆盛を迎えた花柳界に
入るのも手段の一つだったようです。売れっ子芸妓は今のア
イドル並の人気を誇り、華やかな存在でした。明治時代は男
の時代。男性に依存しながらも奔放に生きたお絹の悲劇的な
末路が、世の関心を集め続けた理由なのかもしれません。
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木を訪ねる
長岡市中之島赤沼

No,13１

衣替えの季節となり暑さが日ごとに増してまいりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか？
今月は６月１１日（日）の大感謝祭のチラシと一緒にお配りしております。
日ごろお世話になっている皆様、ご近所様への感謝の気持ちを込めて開催し
ます。楽しい企画盛りだくさんですので、皆様お誘いあわせの上どうぞお気
軽にお越しください。スタッフ一同お待ちしております！！

きいちの部屋

～長岡のシンボル

水道タンク～

～長岡の木たち～
三沼（さんぬま）の大ケヤキ

刈谷田川の堤防に接する中之
島公民館 三沼分館の脇に立つ
二本のケヤキの大樹。その大き
い方が、長岡市天然記念物に指
定されている大ケヤキです。
高さ 14ｍ、幹周囲 6.3ｍ、樹齢
430 年。箒立ちという樹形で、座
敷箒を逆さまにしたような、いか
にもケヤキらしい形をしており、老木にしては空洞
や傷みも少なく、美しい立ち姿です。
敷地内に設置されている「大欅の由来」の石碑
によると、元和 4 年（1618 年）、近くの大六間の村
の 9 戸の農家が、刈谷田川の自然堤防に繁って
いたケヤキの下に神社を建てたとありますので、
すでに当時も大木だったことがわかります。
神木として大切にされ、明治 13 年、神社跡地に
三沼小学校が開校しました。90 余年後の昭和 48 年、小学校の統廃合
で廃校となり、建物は三沼公民館分館に、運動場は三沼けやきヶ丘
公園として桜の名所になっているそうです。小学校があったころ、校
舎から大ケヤキに避難梯子を繋いだことや、ケヤキに登って遊んだこ
と。学校に通う子供たちにとって、大ケヤキは身近な存在でした。
三沼の語源は、大沼新田・小沼新田・赤沼の三集落の名前から取っ
たもの。刈谷田川と信濃川に挟まれた地名から
も、地区の成り立ちが偲ばれますね。
遥か昔、一面の沼地の中の小高い場所に聳
えるケヤキの木が鎮守の神木となり、後年その
下に小学校が建つ。地区の人々とともに生きて
きた歳月に、樹の寿命の長さが思われます。
左の写真は三沼小学校の閉校記念碑です。
大ケヤキ

今年で建造９０年になりました。長岡の暮らしを長きにわたって粛々と支えてきた
「水道タンク」。長岡のシンボルとして、未だに人々に愛され親しまれていますね♪
そこで、今回は水道タンクと長生橋までを散策するイベントを企画しました！
詳細は裏面をご覧ください。

～自然と暮らす木の家～

㈱オーゴシ建設
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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♪

まだ 5 月なのに・・・暑いっ！！そんな日は、一日のご褒美の一杯がおいし
いことおいしいこと♪普段私は、断然ビール派。そんな私が今ハマっている
ビール以外のお酒を紹介します♪“旅する氷結カリビアンモヒート”。最近人
気の俳優さんが出てる CM で見たことある方も多いかと。甘いお酒があまり
得意じゃない私が飲める理由は、ミントがさっぱりして飲みやすい！それと、
モヒートを自分で作ると面倒なんですが、
飲みたいときにプシュッとすぐ飲める！
素晴らしい～♪飲むときはぜひミントを！
多めに入れて、つぶしてぐびっとすると、
うまい～♪そして、ちょっとおしゃれ！（笑）
暑い時期にぴったり！オススメです！！ （平岡）

KIRIN

旅する氷結 カリビアンモヒート

このシリーズ、扱ってるお店とそうでないお店あります。
ちなみに原信さんは新保店にはなく川崎店にはあります！

越後長岡の歴史を訪ねる会

第 11 回

イベントの
ご案内

長岡の景観二大スター☆
水道タンクから長生橋までを巡るコース

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。

N 様邸リフォーム工事（長岡市）
お待たせしました！！久しぶりの開催で～す♪
「もうすぐ８０歳の長生橋」の記念の年に、「きいちの部屋」でおなじみの
渡辺喜一氏と、観光ボランティアの堀口晴夫さんのコラボレーションによる
案内で水道タンクから長生橋までを楽しく歩きましょう♪

長岡市
Ｈ２８．１０ 竣工

Ｗ様邸
２９．４坪

Ｗ様こだわりのグリーンが映える外観

●

日

時

キッチン東側の高窓から燦々と朝日が差込み、LK はとても明るい空間となり
ました。
その高窓の下には、造作の家電・食器棚を設置しました。設置スペースぴっ
たりに家具が納まるのは造作家具ならでは。限られた空間を余分な余白をとる
ことなく有効に利用することができます。
キッチンと DK の仕切り壁は一体感を重視して、コンロ前はガラスで仕切り、腰
壁は高さをできる限り低くしました。

平成２9 年 7 月 1 日（土）
AM10：00～PM1：00 （雨天決行）

●

集合場所

水道タンク下（水道公園の駐車場利用可）

●

参加費

1000 円

●

募集者数

20 名程度

●

申し込み

当社 0120-0054-15 へお電話下さい。

（昼食代・保険代）

皆でつくり、皆で食べるダイニングは、
コミュニケーションの中心

Now Planning．．．（ただいまプラン中）
長岡市 K 様邸←いよいよ着工間近です！
長岡市 N 様邸
長岡市 M 様邸
and more

漆喰の壁（Ｗ様のＤＩＹ）と無垢の杉板が
柔らかな雰囲気のＬＤＫ

※傷害保険をかける際、生年月日が必要になります。
お申し込みの際に確認させて頂きます。ご了承ください。
●

締め切り

6 月 16 日（金）

寝室と子供部屋には
好きな色を一面に貼り、
空間のアクセントに。

今月のオススメ旬レシピ ～きゅうり～
きゅうりは栄養がほとんど含まれてない野菜ですが、たっぷりと含まれる水分が体
を冷やし、カリウムはむくみの改善に役立ちます。これからますますきゅうりが美味し
くなる季節です。きゅうりを食べて暑い夏も元気に過ごしましょう。
《目利き・保存》
色が濃い緑色で、太さが均一で、いぼがとがっているもの。
きゅうりは熱にも、水にも弱い野菜なのでラップやビニール袋に入れて保存しましょ
う。冷やしすぎるとビタミンＣが壊れるので冷蔵庫の野菜室に立てて保存。

うまい
♪

きゅうりと豚バラの中華風やきそば

■材料（３人分）

〈 行

程 〉

水道タンク前集合

⇒ 水道タンク・管理棟・ポンプ棟・予備発電棟

戦災遺産の碑を見学
ズキ

⇒

⇒

高鳥プール跡

世界との方位盤 ⇒

長生橋の雄姿
⇒

焼きそば麺
きゅうり
もやし
豚バラ
塩コショウ

昼食・解散

⇒

⇒

武士の娘碑とハナミ

海音寺潮五郎の信濃川紀行碑

与謝野晶子歌碑

⇒ 高齢センター信濃

⇒

３袋
１本
１袋
150ｇ
少々

鶏ガラスープの素

大さじ 1

ごま油

大さじ 1

■作り方
１、 きゅうりは縦半分に切り、斜め切りに。
２、 フライパンにごま油を入れ、豚バラを炒
める。焦げ目がついたら、もやし、きゅう
りの順に入れて塩コショウで炒める。
３、 ２に焼きそばの麺を入れ、水を少々入れ
てほぐしながら炒め、鶏ガラスープの素
を入れます。
４、 全体に味がなじんだら味を見て、足りな
かったら塩コショウをたす。お好みで七
味をかけても美味しいです★
きゅうりは、しゃきしゃきした食感を残した
ければ、麺と一緒の時に入れてもＯＫです。
お好みで変えてみてくださいね～。

