お届けしました皆さまへ

Gomame の
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白い鳥
と
黒い鳥

毎年のことながら、阿賀野市の瓢湖に白鳥が飛来！のニュ
ースは、新潟県民にとっては秋の深まりと共に、遠くない降雪
の時期と長い冬の到来を予感させますね。今年は 10 月 4 日の
明け方に到着した 4 羽が第一陣だったそうです。
ところで、野鳥の中では愛される鳥、嫌われる鳥の差が大き
いと思われませんか。特に市街地で身近な鳥であるスズメ、
カラスは好悪がはっきり別れるようです。
黒い鳥はなぜ嫌われる？
黒い鳥の代表格、カラス。賢さと子育て
中の凶暴さで恐れられ、生ごみをあさる
などの迷惑行為でも嫌われます。黒色
から不吉を連想されるのも気の毒ですが、国によっては太陽
神の使いとされ、聖なる鳥扱いのところもあるそうです。
カラスへの褒め言葉としては「鴉の濡れ羽色」でしょうか。
「カラスの羽のような深い黒に、紫や青の光沢を帯びた艶の
ある髪」は日本女性の髪の美しさを例えています。
黒っぽい鳥のムクドリも群れる習性や糞公害が問題になっ
ているのはご承知の通り。あの騒がしい声とボロを纏ったよう
な姿は、ツバメのおしゃれ感とは程遠く、トビの悠々と飛翔する
姿や鳴き声と比べても、ムクドリが嫌われるのがわかります。
白い鳥を愛するＤＮＡ
古今東西、「白鳥」は霊鳥として崇められてきました。翼を広
げればゆうに 2ｍを超す純白の鳥は、季節とともに遠くからや
って来る神秘的な美しい鳥。西洋の民話や童話に登場し、アン
デルセンの「白鳥の王子」、バレエの「白鳥の湖」の主人公で
す。両方とも白鳥への変身と人に戻る話が共通していますね。
白鳥は聖なる鳥であり、復活の象徴なのかもしれません。
日本でも古事記や日本書紀に白い鳥の記事があります。
日本武尊（やまとたけるのみこと）が東征の途中に亡くなった
時、魂は白鳥に姿を変えて大和を目指して飛び、やがて大空
の彼方へ消えて行きます。全国にある白鳥神社は、日本武尊
伝説を今に残しているそうです。同じく記紀にある、戦いの中
で母を失った聾の皇子が白鳥を見て初めて言葉を発した物語
など、魂との係りを暗示し、どことなく哀愁を感じさせます。
―白鳥は 哀しからずや 空の青 海のあをにも 染まず
ただよふー この白鳥はカモメでしょうか。若山牧水の青春
の孤独と孤絶を詠った有名な短歌ですね。
鳥が象徴するもの
絶滅の危機には存続に途方もない努力を費や
されるトキやコウノトリ。もし全身黒色だったら？姿・形には関
係なく同じかもしれませんね。鳥はそのままいるだけなのに、
人の役に立つか邪魔をするかで存在の意味が違ってきます。
自然界の中で、人間は傲慢なのかもしれません。鳥を含む
野生動物との係り方全般に言えるのではないでしょうか。

ほっと・ぽっと

木を訪ねる

～長岡の木たち～

新潟市西蒲区松野尾（旧巻町）
2017.10・11 合併号

No,133

そろそろこたつが恋しい季節となり、我が家でもストーブが
活躍しはじめました。今年もあと１カ月ちょっと。早いですね～。
当社では久しぶりにイベントを開催します。
今回はクリスマスリース作り！！みなさん想い想いのリースを
作り、クリスマスを迎えられてはどうでしょうか？
みなさんのご参加をお待ちしております。

（詳しくは裏面で。）

きいちの部屋

～「出雲町船まつり」の
船団海上パレード～

毎年、お盆に開催されている船団海上パレードは大漁祈願・海上安全と漁
民の団結を目的として始められました。大漁旗が風にはためく、勇壮な
姿は、見ている者の心を躍らせます！！
出雲崎港へと帰ってくる漁船の勢いが表現出来ているでしょうか？

◆作者紹介◆ 渡邊 喜一
赤道会会員（ホームページは只今新規製作中）
～自然と暮らす木の家～
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仙城院のスダジイ

旧西蒲原郡巻町の上堰潟（うわ
せきがた）公園にほど近い松野尾
の集落にある仙城院は、真言宗の
名刹として知られています。
道路に面した正門のすぐ左側に
威容を誇るかのように立つ一本の
巨樹。新潟市の天然記念物に指定
されているスダジイです。
スダジイは暖地性の常緑広葉樹で、
日本海側では柏崎市石地や佐渡が天然林
の北限になります。
教育委員会による説明板には根廻り 6.5
ｍ、目通り幹囲い 4ｍ、樹高 11ｍ、推定樹
齢 200 年以上とありました。木全体が赤茶
色に見えるのは、葉の裏が赤胴色のためのようです。枯れているわ
けではないのですね。この木の樹勢はまだまだ旺盛とのことですの
で、秋のどんぐりのころはどんなにか多くの実が落ちることでしょう。
訪れた日は、明日が境内のお地蔵様の縁日だそうで、檀家の当番
の方が旗を立てるなど準備をしておられました。ちょうど道路を挟ん
だ向かいの松野尾保育園の下校（というのでしょうか）時間と重なり、
園児の列の中から「何してるのー！」と男の子の元気な声が。知り合
いではないようでしたが、「明日のお祭りに来てね」とのやり取りが、
地域の人たちのあたたかな繋がりを偲ばせます。
仙城院は書物を多く蔵し、良寛が何度も逗留し
て詩歌を詠んだお寺であり、境内に「仙城院良寛
碑」があります。境内はさほど広くはありませんが
手入れが行き届き、スダジイの他にも古木や大木
が何本もあります。左の写真は槇（マキ）で、1709
年建立の本堂右側に立つ老木です。

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♪

これからの季節、私のお薦めは「三条市森町・五十嵐川の白鳥を見に行
く」ことです！（偶然ですが、ＧｏｍａｍｅのＴｕｂｕｙａｋｉとも関連しています
ね！）
湖や池に白鳥が飛来するのはよく耳にしますが、川への飛来は珍しい☆
とのこと。土手を降りると間近で白鳥を観察できる場所です。
白鳥の飛び立つ時の姿は「飛翔」という言葉がぴったり！！そして川面に
降り立つ前の優雅な旋回の姿、川面に着水するときのダイナミックな姿☆
どれもこれもうっとりします！。これから寒くなり
ますが、暖かい服装で白鳥の餌となる食パン
でも持って、美しい白鳥を見に行きませんか！？
～飛来状況は「三条市のホームページ・
白鳥の郷公苑」にてご覧になれます～
（阿部節子）

イベントの
ご案内

クリスマス・リース作り
ハロウィンが終わり、いよいよクリスマスシーズン
到来ですね！！今年は手作りのクリスマスリースを
飾って、素敵なクリスマスに
しませんか！？
参加費は無料なので、どなた
でもお気軽にご参加ください♪
お菓子と飲み物もご用意して
おります！楽しい時間を一緒に
過ごしましょう♪

いよいよ寒い季節、到来ですね。結露や外からの冷気に悩まされている
方も多いのではないでしょうか。おススメは、やはり内窓（YKK プラマ
ード U）!!
既存の窓にカンタン取付♪
寒い冬も省エネしながら、あったか生活はじめませんか？

断熱性

防音性

「プラマードＵ」は熱を伝えにくい樹脂

車の騒音など、日常生活で望ましいとされる４０

性。その優れた断熱性で冷暖房による室内

～５０ｄＢまで騒音を低減することができます。

の熱を、外に伝えにくく、高い保湿効果を

時

平成２9 年１2 月 2 日（土）
㈱オーゴシ建設

● 募集者数

15 名程度

モデルルーム“木の香”

※お申し込み順になります。

くい住まいをつくります。

取付工事はとってもスピーディー！！一窓あたりの取付工事は、約 30 分！！

居室・浴室の窓

0120-0054-15 へお電話下さい。
11 月 24 日（金）

1.98 ㎡

販売価格

1,170 ㎜
定価

1,690 ㎜

42.100 円

２７，３６５円

※一箇所につき、取付費 2000 円別途頂戴します。
窓のサイズは参考寸法です。
詳細は当社にお問い合わせください。お見積もりは無料です！
長岡市
Ｈ２８．８ 竣工

Ｔ様邸
４３．３坪

２色に張りわけたスタイリッシュな
外観とご主人こだわりの車庫

K 様邸新築工事（長岡市）
10 月吉日、K 様邸のお引渡し式
を行いました。
K 様邸は、K 様が快適に暮らせ
るように、当社として内部の造作
部分や性能的な部分でも新しい
試みをさせて頂きました。

N 様邸新築工事（長岡市）
内部は木工事が終盤戦で
あと一息、続いてクロス・和
紙貼りの内装工事が始まり
ます。外部は外壁工事が終
わり、足場解体が目前です。

３５％ＯＦＦ

（お子様も同伴可。お気軽にご参加下さい！）
● 申し込み
● 締め切り

泥棒が侵入を狙うのは、簡単に破れそうな窓。二
重窓にすれば、視覚的効果などで泥棒が侵入しに

露が発生しにくくなります.

AM10：00～12：00
● 場所

防犯性

発揮。冷暖房のコストを大幅に節約できま
す。また、冷気が室内に伝わりにくく、結

● 日

Ｎｏｗ Ｐｌａｎｎｉｎｇ・・・（ただいまプラン中）
新潟市 Ｈ様邸
長岡市 Ｋ様邸
and more

あったか生活、始めませんか？

M 様邸新築工事（長岡市）
9 月に上棟し、現在、内部は木工
事、外部は外壁工事が着々と進ん
でいます。平屋建てのメリットを活
かして、広いリビングを計画してい
ます。

今月のオススメ旬レシピ ～さつまいも～
さつまいもの特徴はビタミンＣ、カリウム食物繊維が多いことです。特に食物繊維
はじゃがいもの２倍あり、更にさつまいもを切った時に出てくる白い液体（ヤラピン）
には腸の蠕動運動を促し便を軟らかくする作用もあるので、豊富な食物繊維との相
乗効果で便秘の改善が期待できます。
《目利き・保存》
皮の色が均一で鮮やかで、ツヤがあり表皮に凹凸や傷、斑点が無いものを選び
ましょう。品質により太さも色々ありますが、見た目がふっくらとしたものがお勧め。
糖度の高いものは切り口に飴色の蜜が染み出てくるので、黒い蜜の跡があるも
のはよいでしょう。
保存は熱帯性なので貯蔵温度も高く１２～１５℃が適温で９℃以下になると寒害で
腐敗し、逆に１８℃以上になると芽がでてしまいます。呼吸をするので、新聞紙に包
んで段ボール箱などで保存してください。

さつま芋
がおかず
に！！

さつまいもと豚肉の甘辛いため★

■作り方
■材料（３～４人分）
さつまいも １本（300ｇ）
豚肉（切り落とし） 200ｇ
★しょうゆ
大さじ２
★砂糖
小さじ２
★ほんだし
小さじ 1
階段の昇り口に引き込み戸があります。
側面の透明のポリカ板とで、冬は暖かい空気が
２階に行かないように工夫してあります

★片栗粉

小さじ 1

★水

大さじ２

１、 さつま芋は皮ごと 1ｃｍ厚の斜め切りに
し、更に 1ｃｍ幅に切り５分水にさらす。
２、 軽く水を切り、耐熱皿にいれてラップを
かけてレンジで（500Ｗ）３～４分チン。
３、 豚肉は食べやすい大きさに切る。
４、 フライパンに適量のサラダ油を入れ豚肉
を炒め、火が通ったら 2 のさつま芋を加え
ようじが通るまで炒める。
５、 ★をまぜあわせて全体に絡んで照りが
でてきたら出来上がり。

