お届けしました皆さまへ

過去の木工広場の作品です。
今回はカフェトレイです。
ぜひ、作りにいらしてください。

Gomame の
Tubuyaki

ついに
特殊詐欺電話に
遭遇した話

それは一月、雪の降りしきる夕方 5 時過ぎのことでありまし
た。呼び出し音で電話に出ると、冒頭から激しい咳き込みと苦
しげなせき払いが続きます。「○○だけど、高熱が出て声がお
かしくなって」と長男の名前を名乗る若い男の声が。（とても怪
しい）。再び咳き込みが続きますので「アンタ、誰？」疑惑に満
ちた冷たい言い方だったと思います。「○○だよ」と再び長男
を名乗る男。そこで痛恨の一言「出勤する時、熱なんかあった
っけ？」を発したとたん、電話を切られたのでした。時間にして
おそらく 60 秒あるか無し。ただそれだけのことでありますが。
許せない！肉親への情を悪用する犯罪の卑劣さ
何百万、何千万円の華々しい被害ではなく、しょぼい未遂の
話でスミマセン。彼らの致命的な失敗は、同居の家族の名前
を名乗ったことでした。いくら何でも騙されませんよね。
常日ごろ詐欺電話がきたら騙されたふりをして警察に、と思
っていましたが、いざとなるとうまくいかないもの。もしそのま
ま電話を続けたらどんな展開になったかと、とても残念です。
長男の名前や電話番号は、学校関係の名簿が出回っている
ことが想像されますが、引っかかる人はさぞ情愛深い、子供思
いの親御さんなのでしょう。こんな詐欺犯は捕まるべきです。
年々増えるオレオレ詐欺の被害
「特殊詐欺」とは、振り込め詐欺に加え、未公
開株など金融商品の取引名目の詐欺、ギャン
ブル必勝法情報提供名目の詐欺、異性との交際
あっせん名目の詐欺、それ以外の特殊詐欺の8類型の総称だ
そうです。警視庁が発表した昨年の全体の被害状況は18,201
件、被害額は390.3億円で、3年連続で減少したものの、振り
込め詐欺に含まれる「オレオレ詐欺」は、7年連続で増加記録
更新という結果でした。しかも被害者の9割以上が65歳以上の
高齢者ということで、引き続き警察は高齢者への被害防止を
強化する取組を実施するそうです。
繰り返し被害が報道されるのに後を絶たないのは、自分は
騙されるほど愚かではないという自信があるからかもしれま
せん。でも実際には見破れず、被害者が増加しています。
振り込め詐欺は進化する
去年11月に新潟県内で起きた事件では、有料サイトの未納
料金を払えとの偽メールにより、コンビニ収納代行を利用して
約20万円のアマゾンギフト券を購入させられていたというも
の。ギフト券は本人には渡らず、転売されていましたが、被害
者は警察から連絡が来るまで気が付かなかったそうです。
真面目だったり優しかったり、性格の良い人たちが被害者に
なることに、不条理とやるせなさを思います。
犯人たちの創造力と開発力から次々に考え出される斬新な
手口。その力が正しく使われたならば、普通に成功者になり得
たかもしれません。それが大方の人々の感慨でしょうか。
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連日の大雪で、除雪、除雪の日々・・・。皆様ご苦労なさってることと思います。
立春は過ぎたのですが、積雪が多いと春はまだ遠い気がしますね。
今月は、３月４日（日）の『春の住まいフェア』のチラシと一緒にお配りしています。
恒例の餅つきをはじめ、木工広場、そしてお客様に満足頂ける目玉商品など、
イベントが盛りだくさんです！！（詳しくはチラシをご覧ください。）
皆様のご来場をスタッフ一同お待ちしております。

きいちの部屋

～

みかん

～

今年の冬、みかんを何個食べましたか！？
「こたつでみかんを食べる」という絵は、日本の冬の風物詩
そのものですね。みかんの絵をご覧になって、爽やかさが
口に広がればいいのですが・・・。

◆作者紹介◆

渡辺喜一氏

～自然と暮らす木の家～

㈱オーゴシ建設
フリーダイヤル

大慶寺の大榧（カヤ）

杉や欅と違いカヤは、長岡近辺ではあま
り知られている木ではないと思われます。
カヤの木はどのような樹種なのでしょう
か。イチイ科の常緑針葉樹で暖地を好
み、大平洋側では福島県が北限。新潟県
では出雲崎の対岸、佐渡島の赤泊地区が
カヤ材の産地として有名だそうです。長岡
市の内陸部では見かけないはずですね。
成長が遅く樹齢が長いので、お寺や神
社の境内に植えられ、世に知られる巨木
や名木になることがあるようです。
そのカヤの巨木のある大慶寺は JR 越後線妙法
寺駅に近い、大寺の村の中にあります。本堂に
向かい、右側に立つ緑の大樹がカヤの木です。
樹齢 400 年、樹高 15ｍ、周囲 3ｍ、枝張り最大
4.6ｍ。地面から 3.6ｍあたりから 13 本の支幹を
伸ばし、樹冠を形成するという特異な姿をして
います。樹皮は荒く、いかにも古木の風情ですが、根元にはひこ
ばえが密生し、手入れが行き届いているのでしょうか、枯れ枝なども
見えず、まだまだ樹勢が盛んのようです。
カヤはイチョウと同じく雌雄異株ですが、この木は雌株のようで、
地面にはたくさんの落果と、小枝には緑色の若い実を付けていまし
た。花から結実するまでに一年半かかるというカヤの実は滋養豊富
で、昔は大事な食糧でした。このお寺の
実も、昔は大切に食べられたのでしょう。
に手間がかかり、 大寺
北原白秋作詞・山田耕筰作曲「かやの
木山の」を御存じの方もいらっしゃるでしょ
うか。山里の囲炉裏で爆ぜるカヤの実の
雰囲気がよく伝わる唱歌です。

今月のスタッフイチ押し！！

長岡在住。赤道会々員

オ ー ゴ シ

～長岡の木たち～

－

いこう

0120-0054-15

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

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♪

『Catering 割烹（ケータリングかっぽう）わだの』
店主は長岡出身。関東での修行を経て、『おいしい和食を食べてもらいたい』という
一心から、去年の 11 月にお店をオープンしました。その料理へのこだわりはスゴイ！
地元長岡の食材を使い、時には農家さんの所へ直接野菜を買いに行き、旬の素材を大
事にしたいからと約半月ごとにメニューを見直します。『お客さんは、何百軒とある飲食
店から選んでわだのに来てくれる。そうやって足を運んでくれるのが嬉しいし、だから
こそ料理がおいしいのは当たり前です！』と店主談。
割烹と聞くと敷居が高そうって思いがちですが、大丈夫です！なんせ店主は私の中
学校の後輩ですから(笑)そろそろ雪かきで疲れが
溜まってますよね？そんな時はおいしいものを食べて
リフレッシュしましょう♪（阿部（憲））
【営業時間】17：30～22：00（金・土は 23：00）
【電話番号】0258-77-7299
【住所】長岡市西津町 3800-5 スカイラークビル 1 階

リフォーム・ビフォーアフター

今のお住まいに、ちょっと不便を感じている方、必見！！

Ｎｏｗ Ｐｌａｎｎｉｎｇ・・・（ただいまプラン中）
長岡市 N 様邸
長岡市 O 様
長岡市 S 様邸
and more

女性が考える！使い勝手抜群のリフォームをご紹介します。
●食器がたくさん収納できる造り付けの、食器棚と吊戸棚。
●ちょっとした買い置きが置ける、パントリーを設置。
奥行きが浅いので出し入れが便利♪

Before

以前の住まいは、台所が 1 部
屋 。 そ し て ２ 間 続 き の和 室 で し
た。和室には床の間と仏壇があ
り、リフォーム後も仏壇は同じ場
所に置きたいという要望。あと収
納も沢山欲しい♪ということで
リフォームスタート！！

K 様邸建て方を行ないました。雪が降る中の建て方となりましたが、大工さ
ん達の頑張りで無事に上棟しました。作業のしづらい中での建て方でしたが、
いつも通り丁寧な工事を行いました。

H 様邸新築工事（新潟市南区）
●和室２間と台所の壁をとりはらい、リビングダイニングへ間取りの変更。
●念願だった、幅 50 ㎝×長さ 4ｍ50 ㎝×厚み 2.5 ㎝の板（古材）を天井に
はりました。リビングの良いアクセントに☆☆☆
●同じ空間に仏壇がマッチしています♪

●部屋全体を明るくするため、建具はアクリル板を使用。
●冬は４枚引き戸を閉めて、暖房の効率ＵＰ！
そして冬の洗濯物
干し場にも
最適です！
あと急な来客が
あっても、引き戸を
閉めてれば目隠し
にもなります！
片付けが上手でなく
ても大丈夫(笑)
●梅雨時期は、洗濯
物の干し場所や乾き
が悪いなど、往生し
ていたのですが、ア
ルミのサンルームを
つけることにより、解
決しました！

●子どもが小さい時
は、天井までの可動
棚の下部を使って即
席の机をつくりまし
た！成長した今で
は、収納棚と して使
い、キッチンのカ ウ
ンターが勉強机にな
っています！

H 様邸、上棟しました。床には透湿性があるポリエステルの断熱材を使用。
隙間なく充填できるように大きめにカットした断熱材を施工していきます。

今月のオススメ旬レシピ ～さといも～

Before

タイルの床は冬はとっ
ても寒く、小さな子供は
転ぶととても危険でし
た。とにかく暖かく安心
安全にお風呂に入りた
い ！楽 しい時 間に し た
い！と想いリフォームを
決めました☆

●ユニットバスを
入れることで冬でも
暖かく、お湯が冷め
にくくとっても省エネになりました
☆床の水はけもよいので、カビも
はえにくく清潔で、お掃除も簡単で
す♪工事期間も短く、４日目には入
浴できとても助かりました♪

●

日

時

●脱衣室の天井・壁は「ヒノキ」。
床は「コルク」をはりました。造り
付けの棚には、タオル類や洗剤、
子どもたちの下着やパジャマも
収納でき、とても便利です☆

平成３０年３月３１日（土）
AM９：３0～12：０0

●

イベントの
ご案内

K 様邸新築工事（長岡市）

“おぐにまち森林公園”内にある「みんなの体験館」等で
講師をなさっている池島和代先生をお招きして開催致します！
ご自身で採集されたアケビの
つるを持ってきて頂き、カゴを
編みます。
先生が懇切丁寧に教えて
くださいますので、初めての方
でも大丈夫です♪
お気軽にご参加下さい。
体験会イベントに参加した時の
当社社長の作品です！

会

場

長岡市東蔵王３-１-３８
㈱オーゴシ建設 1 階
モデルルーム『木の香』

●

参加費

●

参加者数

1300 円
８名
（※先着順の受付ですのでお早めに。）

●

申し込み

0258-24-6695 へお電話下さい。

●

締め切り

３月 16 日（金）

●

持ち物

エプロン

里芋の成分はデンプン、たんぱく質、ビタミンＢ1、Ｂ２、カリウムが含まれ消化・吸
収もよく子供、老人、病人の栄養補給に大変優れています。
里芋特有の成分である粘液質は、マンナン、ムチン、ガラクタンなどの成分から構
成されています。水溶性の食物繊維であるマンナンは整腸作用、肥満予防、糖尿病
予防、コレステロール低減などの効果があります。ムチンには鼻や喉、胃の粘膜を保
護する働きや、肝臓や腎臓を強化する働きがある為免疫力を高め、風邪をひきにくく
するといわれています。ヌメリ成分を取ってしまうと栄養分も損失するので、できるだ
けぬめりを落とさないように調理しましょう。
《目利き・保存》
里芋は乾燥を嫌うので、泥がついているものがおすすめです。また形が左右対称
でこぶやひび割れが無く皮がしっとりしているものが良品です。冷蔵庫は低温で乾燥
しすぎるので×。１５℃前後のところで新聞紙などに包んで保存してください。

うますぎ
る！！

つやつや！里芋のにっころがし♪

■作り方

■材料
里芋
和風だし
醤油
砂糖

５００ｇ
小さじ 1
大さじ３
大さじ４

みりん

大さじ３

１、 皮をむいた里芋を鍋に入れ、和風だし、
醤油、砂糖を全体に絡めてから強火に
かけ、混ぜながら煮詰める。
２、 煮詰まったら水を里芋ひたひたに入れ、
中火～強火で落とし蓋をして煮る。
３、 煮詰まって、串で芋が通ったらみりんを
加えてひと煮立ちさせて蒸らす。
（一晩おくと味がしみておいしいですよ！）
焦げやすいので気をつけてくださいね。
甘じょっぱいたれでお箸がすすみます！

