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朝晩と涼しくなり、だいぶ過ごしやすくなりましたね。
ポスティング中、一面に広がる枝豆畑をみて・・「冷え冷え
のビールを飲みながら、お腹いっぱい食べた～い！！」
と思ってしまいました（笑）これからは、肴豆の時期ですね♪
まだ日中は汗ばむ日がありますので、沢山食べて沢山飲んで乗り切りましょう！
今月は９月１０日（日）「秋の住まいフェア」のチラシと一緒にお配りしております。
今回も目玉商品が目白押しです！！ご来場お待ちしております♪
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テレビのニュース画面で市井の人の左手使いが何気なく映
っていたり、食事処では器用に左手で箸を操る人を見かけた
りします。世の中に左利きが多くなったせい？そんなことは無
いだろうと思いつつ、右利きからすると、どうしても印象が強く
残ってしまう左利きの動作。しかし、左右どちらでも、使いやす
い利き手を使うのは使い手の自由ですよね。よそ様のしぐさを
違和感があるとか思うのは、傲慢なことかもしれません。
なぜ右利きと左利きがあるのかという疑問
日本を含む世界各国で、右利きと左利きの人の割合はおよ
そ９対 1 との調査結果があります。人種や環境に関わらず、世
界中で十人に一人が左利きであり、また古代の人骨から利き
腕を調べても、割合は現代と変わらないそうです。
左利きは必ずしも遺伝しないことも、周りを見聞きするとわ
かります。代々左利きが多い家系の話はあまり聞きません。そ
れなのにひょっこりと現れる左利きの子供たち。不思議です。
利き手に関する様々な説のうち、有力な説に「脳の言語機
能説」があります。多くの人は身体の右側をつかさどる脳の左
半球に言語の機能が集中しているが、左利きの人は右半球、
左半球とも片方にだけ集中しないというもの。この説でも異
論があり、こんなに身近なことなのに未だ解明されません。
左利きは天才が多い？
左利きは器用だ、頭が良い、天才が多い説
はよく聞きますが、信憑性はあるのでしょうか。
よく引き合いに出されるのが、オバマ前大統領
から遡る５代のアメリカ大統領のうち４人が左
利きであること。１0％しかいない左利きにして
は多いと思われますね。エジソン、アインシュ
タイン、ビル・ゲイツもアメリカの偉大な左利きです。
科学者ではダーウィン、ニュートン、キュリー夫人。芸術家
にはミケランジェロ、ダ・ヴィンチ、レンブラント、ピカソ、大バ
ッハ、モーツァルト、ベーｔ-ベン。日本人は矯正されたので殆
ど伝わっていませんが、夏目漱石がそうだと言われています。
左利きが増えてきた理由
以前は左利きだと、世の９割の人が便利にできているシス
テムに同化した方が楽との考えから、右利きに矯正があたり
まえでした。現在では持って生まれた個性と捉え、ポジティブ
に考える方が多いそうです。鋏など左利き用の道具も増え、
世の中の理解が進んでいるようでも、まだまだ生活に不便な
ことが多々あると感じる左利きの方々が多いようです。英国で
は誰でも安心して使える道具を推奨する「左利きの日」が８月
１３日に制定されています。（日本では 2 月 10 日=0210=レフト）
左利きの超有名な家系がありました。ジョージ６世から曾孫
のウイリアム王子に続くイギリスの王室です。映画「英国王の
スピーチ」は左利きに生まれたジョージ 6 世が主人公でした。
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上越新幹線浦佐駅から国道 17 号線を
県道 573 号線へ入り、関越自動車道を遠
望する一帯は、西瓜の産地として有名な
八色原の広大な田園風景が延々と続きま
す。一面の水田の中、遠くからでも目を引
く緑の一画が、南魚沼市指定文化財「浄源
塚」。高さ 2ｍの塚の傍らに立つ巨木は樹
齢 300 年以上の老杉で、幹廻り 5.9ｍ～
6.2ｍ、樹高 25ｍ。二つに別れた幹と枝か
ら二本の杉が合体したようにも見えます。
この杉は往時は道標として、また休憩の木陰と
なる、人々に親しまれた大切な木だったそうです。
塚の下手にコンクリートブロックに囲まれた手
押しポンプがありました。塚の名の由来になった
浄源という僧が掘ったという伝説の井戸です。
『浄源という旅僧の意思で生き埋めにして井戸
を掘ったため、どんな日照りにもかれたことがな
い』と、正面に立つ南魚沼市の説明板にありました。
塚と井戸については、人柱になったその上に塚を作り、杉を植えて
ほしいとの浄源さんの遺言通りにした伝承、生き埋めではなく、遺灰
を埋めたという説、その他、村境いの争いを戒めるため、検地の竿を
埋めて塚にしたとの、いろいろな言い伝えがあるそうです。
八色原は、越後三山に源を発し、魚野川に
合流する水無川の扇状地。水の不便さから、
昔は水田などの農業に適さない土地でした。
深い伏流水を掘り当てたと思われる、日照
りでも枯れない井戸と杉の伝説は、往来の旅
人や農民の喉の渇きを癒す井戸水の大切さ
と感謝を伝えているのではないでしょうか。

今月のスタッフイチ押し！！
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浄源塚の大杉

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♪

最近、ちょっと気になって買ってみたのが、た・わ・し！
いつもは、創業 110 年西尾商店 亀の子束子の 1 号・3 号って決めていたの
ですが、目にとまったのが同じく西尾商店の商品。その名は「LIZA クーモ」
亀の子束子を伸ばしてグニュッっとねじった感じの束子。
これがまた手にしっくりきていい感じで！本当はキッチンなどで使うらしい
のですが、もっぱら野球のスパイク専用束子になってます。
天然のパームヤシを使用し、バッチリ土をかき出してくれ、しかもスパイク
の表面を傷めない最高の逸品です！
＜ 西尾商店のたわしたち ＞
我が家には、三つの束子たちが
ＬＩＺＡクーモ
います（笑）
何気なく使っている束子ですが
用途や使いやすさにこだわって
１号
３号
みるのもいいですよ！ （笹川）

リフォームで安心・幸せ生活

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。

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

K 様邸新築工事（長岡市）
家族の成長と共に住まい方も変わっていくもの。
プロのちょっとしたアドバイスとリフォームで、快適なお住まいに☆
このようなお悩みをお持ちの方、ぜひ住まいフェアにお越しください。

Ｑ．『住み慣れた我が家・・・
不便さは感じているけど
何をどうしたらいいのか分からない。』

長岡市
Ｈ２８．８ 竣工

Ｆ様邸
３６坪

南に面した立地を生かした
陽光がたっぷりの窓の設置

N 様邸新築工事（長岡市）
7 月から着工し、8 月吉日
上棟しました。
切り妻屋根の堂々と した
佇まいが特徴的な外観と
なっています。

お客様から頂いたご相談で、多かったものを挙げてみました。
①キッチン
・ キッチンの収納場所が少ない。使いづらい。
・ コンセントが少ない。
・ ゴミの分別が多くなったが、ゴミ箱を置く場所がない。
・ 調理をしていると、時々ブレーカーが落ちる。
・ 火元が心配なので、安心なＩＨのコンロに変えたいと思う。
【キッチンのスムーズな動線や、収納などトータルで考えます。】

②お風呂

越前和紙のグリーンが
アクセントの和室

アールをつけた
下がり壁がおしゃれな
玄関収納

③廊下・階段
・ 廊下と部屋との段差があり、敷居の高さが気になる。
・ 手すりを付けたい。
【廊下と部屋をバリアフリーに。手すりも後付けで可能です。】

④各部屋
・ 収納場所が無いのでどうしても床の上に積んでしまい、部屋が狭く
なる。
・ とにかく寒い。
【押入れ内を改装し、収納力アップ。
断熱材を入れて暖かく快適に！！】

M 様邸新築工事（長岡市）
こちらも 7 月から着工し、
9 月の上棟に向けて、基礎
工事が終盤戦です。
建て方まで後もう少し。

明るく広々としたＬＤＫ、スペースいっぱいに
使える自然素材の造りつけ家具

・ 床がタイル貼りで寒く、滑りやすい。
・ 入り口から中に入るのに段差がある。
・ 転倒防止に、手すりがほしい。
【バリアフリーのユニットバスに替える。
脱衣所にも収納用の棚を作ると便利です。】

5 月に着工し、地盤改良→基礎
工事→建て方・上棟→木工事・
並行して外壁張り工事と進んで
います。
工事中の見学会も開催して
います。

(カップボード・本棚・食器棚）
寝室にも自然素材の大容量の
本棚とパソコンデスクを

今月のオススメ旬レシピ ～ズッキーニ～
ウチで採れ
た丸ズッキ
ーニ♪

ここ数年で一般的になった野菜にズッキーニがあります。見た目はきゅうりに似て
いますが実はかぼちゃの一種なのです。
栄養価の中で特に多いのがビタミンＢ群とビタミンＡの一種であるカロテン。
また食物繊維とカリウムもバランスよく含んでいます。そしてなんといってもカロリー
が少ない！！100ｇで 14ｋｃａｌしかなく、食べ応えがあるので非常にダイエット向きの
食材です。
《目利き・保存》
ズッキーニには色々な種類がありますが、どれでも皮につやがあり表面に傷が無
く、ヘタの切り口が新鮮なものを選びましょう。
保存は乾燥しやすく、水分が抜けると味が落ちるので新聞紙などに包み野菜室で
保存しましょう。

⑤収納
・ 扇風機・ストーブ・こたつ用品・お盆用品など季節の品物の収納場
所が無い。
【収納する物に合わせて棚等を作る。
】

⑥外廻り
・ 長年、屋根に上がっていないが雨漏りが気にかかる。台風が心配。
【まず点検、そして必要ならば修理を！！】

当社は、何よりも安心・安全！
ご家族にとって、最適なリフォームを提案させて
いただきます。

早い！
うまい！

夏野菜カレー～ズッキーニ＆ナス＆トマト

■作り方

■材料（３人分）
挽き肉
ズッキーニ
ナス
トマト
カレールー

250ｇ
１本
１本
2個
2個

ケチャップ

大さじ 2

ウスターソース 大さじ 1
塩コショウ
適量
㈱オーゴシ建設の安心リフォームはお見積無料！
アフターケアーはもちろん万全！ ご連絡いただき次第、すぐ対処致します。

生姜すりおろし（チューブ可）

適量

１、 ズッキーニ、ナス、トマトは食べやすい大
きさに切っておく。
２、 フライパンで挽き肉を炒め、色が変わっ
たら生姜をいれ、1 を入れ、炒める。
３、 野菜がしなって、トマトから水分がでてき
たら、カレールーを入れ、ケチャップ、ウ
スターソースを入れ、よく混ぜてできあ
がり♪（濃いようなら、少し水を足してみ
てください。）
写真は、インゲンがはいっています。小さく
切った玉ねぎ、じゃがいもなど入れても美味
しいと思います。夏野菜をたくさん食べて、
残暑を乗り切ろう！！

