ワレモコウのネックレス
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自宅の 庭で撮影

ワレモコウのネックレス
山口県は梅雨入り宣言後ほとんど降らなかったが、ここに来てやっと梅雨らしい日々が続
いている。今月のトップ写真は久しぶりに“ワレモコウのネックレス”。
まわりの除草もせずほったらかしにしていた昨年は完
全に絶えてしまっていたワレモコウ、貰った人に話した
ら「野草なんだからほっといても復活しますよ」という
言葉を期待していたら、今年は 70 ～80cm の高さまで
見事に再生した。
“ワレモコウのネックレス”は根から吸い過ぎた水分
を葉の水孔から排泄している（植物カメラマン 埴 紗萌
さん）のだそうで、埴さんは“ワレモコウのオシッコ”
と呼び、夜中から早朝にかけて撮影しているそう。ちな
みにこの写真は朝 6 時過ぎに撮ったもの。
秋には…と言い
たいところだがこ
の調子だと あと 1
ヵ月もすれば 咲く
のじゃないか？と
思っている。
ワレモコウは秋に茎を伸ばし 、その先に穂状の可憐
な花をつける（ウィキペディアより）とあるように秋の
花。10 年ばかり前 にこのニュースで初めてご紹介した
の は 8 月号だったと記憶している。あと何年かしたら「ワレモコウは夏の花」が常識となる
のだろうか…？。地球温暖化現象は自然界にも確実に、じわじわと、押し寄せてきているよ
うである。
は に
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広～いテラスがあるミニハウス
新南陽にミニログハウスの建築が決まって木材の加工が始まったところ。ごらんのように
3 坪のキットログ （9.72 ㎡） に広～いテラスをつけたタイプだ。ミニログハウスと言っても
⏀ 150 のログを使用する本格的な
ログハウスである。
本体外部にはデッキ （9.32 ㎡） を
設置、屋根つきテラスの面積はログ
ハウスより広い 10.80 ㎡。
「孫が楽しみにしているので夏休
みまでには完成させてほしい」のご
希望を加工場に伝えたが「大型物件
の加工にかかっているのでご希望に
そえるか微妙」との返事。
6 月の終わりにははっきりする…
というので待っていたところ「ログ
材だけの加工なら早く出来そう、木材加工をそちらで出来ないか？」の提案があった。
いろいろ検討した結果、土台や窓枠、破風板などのすべてを充が加工することになって一
気に解決、夏休みまでの完成を目指して進むことになったが気がかりは雨。梅雨空を見上げ
ながら加工が進んでいる。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

アウトドアシーズンにオススメの商品
◆ ALFA PIZZA Ciao『チャオ』
登場した。
に最適な

庭先が我が家のピッツエリア！と本場イタリア製の本格ピッツアオーブンが
断熱構造・輻射ドーム・蓄熱性焼床レンガの組み合わせにより、ピッツア料理
温度管理が容易に実現可能・簡単組立…大人 2 人で 30 分で完成・移動可能…
キャスターつきなので大人 1 人で移動可能・予熱は約 20 分…思い立った
ら気軽に・省燃費…少ない薪で運転可能・楽しさいろいろ…ピッツアは
もちろんパン、グラタン、グリル、ダッチオーブンなど、さまざまな野
趣料理が楽しめる・最高常用温度 400°C …炉内温度 400°C、焼床温
度 350 °C を実現…と数々の特長を持つ。サイズ（外寸）：幅 118 ×
奥行 83 ×全高 181cm。ドームカラーはイエローとグレーの 2 色。
価格は税別 298,000 円 （運送費別途）。詳しくはカントリー工房へ。

◆ CASUS GRILL ～クラフトグリル～
こちらは竹炭、火山石、竹、FSC 認定ダンボールの、すべて
天然素材で出来たインスタントグリル。・軽くてコンパクト。
簡単セットアップ・四隅の竹炭に着火するだけ、約 5 分でスタ
ンバイ・調理可能時間 60 分・世界特許出願中のグリル技術。
サイズ：使用時/幅 315 ×奥行 255 ×全高 117mm。梱包時
/幅 315 ×奥行 235 ×全高 55mm。価格は税別 1,200 円。
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カントリー工房で販売中

始動！、ハゼロウ女子会
ハゼの実ロウ復活委員会に若い力を…
と参加者を募集していた『ハゼロウ女子
会』が正式にスタート、18 日の初顔合
わせには福山、広島、周南、隣の平生町
などから 34 ～ 58 才の女性 7 名がやっ
てきた。近江和ろうそく“大與”の大西
明弘さんも駆けつけてくれて感謝 ！。
自己紹介のあと、ハゼの実ロウの歴史
や「なんで田布施で…？」、復活作戦ス
タート 20 年の取組
などを話した。
女性に人気のあるものを…と 15 年も前に失敗を重ねなが
ら独自に製品化した“ハゼロウクレヨン”をそっく
りそのままパクられたニガ～い経験談や“福蝋
シリーズ”、ろうけつ染めなどを説明、サルマ
ネせずにオリジナル商品の開発を…と訴えた。
●

●

●

●

●

昼食は
女子会と大西さん、会員
の林山さん、それに私の 10 名で本格手打ちう
どん『克本店』へ。オーナーの田中克美さんと
は一緒に復活委員会を立ち上げた仲なので彼も
大喜び。“おいしいうどん”を堪能した。
午後からは実の選別からしぼりまでの一連の工程に初挑戦、しぼり作業は
せぇの～せぇの～の黄色いかけ声が響き、みんな心地イイ汗を
流した。この日の模様は中国・読売・周南新報の
取材があり、掲載されて会員の励みとなった。
Facebook に『ハゼロウ女子会』のペー
ジも開設、次回は 7 月 23 日（日）の開催が
決まり、活動計画などを話し合う。
◆◆◆◆◆

◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

箱入り登場！
ハゼの実ロウ復活委員会から箱入り和ろうそ
くが発売された 。当面 4 号 6 本入り（写真左）と
10 号 2 本入り（写真左）の 2 種類。田布施産の生
ロウを大與の大西さんが手がけ仕上げしたもの。
価格は 4 号が税込 2,600 円、10 号 2,000 円。
これまでの袋入りと違って高級感あふれる化粧箱にな
った『たぶせ和ろうそく』。
サイズは 4 号：長さ 150mm・上の直径 14mm。
10 号： 長さ 180mm・ 上の直径 20mm。ちょっと
した手みやげやお盆の挨拶にどうぞ。
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ストーブ買うと薪割機・斧が 25%OFF チケット
薪ストーブを買う
てくるキャ

とエンジン式薪割機と斧が 25%OFF で買えるチケットがつい
ンペーンを実施中。薪割機は MTD 社、斧はウェッタリング
ス社の製品の中から 3 本まで選べる。
チケットの有功期限は設置日から 6 ヵ月以内。すでにサ
ルワーレさんがこのチケットを使って薪割機を導入した。
対象薪ストーブは IRONDOG・HWAM・Dutchwest・
SBI、輸入元エープラスが取り扱う全機種。このチャン
スにちょっと早め（？）の冬支度を考えませんか？。

今だけ、IRONDOGにオリジナルベンチ
さらに IRONDOG を設置された方には今だけ、ごらんのオリジナルベンチ
をプレゼント中。これは充が製品の梱包材をバラして作ったもの
で、第一号は IRONDOG No 04 を採用いただいたサルワーレ
に納入、背もたれに使ったロゴ入りの板がカッコイイと好評。

泰樹クンのボリビア報告
早いものでもう 11 ヵ月が経ち、7 月 2 日に帰国する。この
ニュースをお読みになる頃の充家は久
しぶりに一家団らんの
日々が戻っている。
泰樹クンは出発のと
きの充の言葉「あまり
頑張るなよ」を実践し
たようで、ウユニ塩湖
をはじめボリビアの観
光地を楽しみ、5 月に
はやはりボリビアに留
学中の岡田颯汰さんと隣国ペルーに 4 日間の旅、世界遺産『マチ
ュピチュ』で日の丸をかざし、ニッポンをアピールした。
右の写真は学校で開催されたイベントでインカの戦いの衣装を
つけて日本の阿波踊りのような踊りに参加、見学にきてくれた留学先のパパとママ。
帰国直前には地元テレビ局の生番組に出演、流ちよう（？）なスペイン語で話していた
から「勉強もしたんだな」とちょっと安心している。

マニア必見『第5 回 下松模型交流会』
このイベントは模型製作ユーザーに展示の場を提供するとともに、これから始めて見た
い人、もっと上手になりたい人の質問や疑問に応える交流会。“スターウォーズ模型コン
ペ”や小学生以下限定の“ガンプラ組立無料体験会”など、大人から子どもまで楽しめる
一日。7 月 30 日 （日） 10:30 ～ 18:00、会場は「ほしらんど くだまつ」。
お問い合わせは modelio9（モデリオ 9）☎ 080-2902-8713。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今月もお読みいただき、ありがとうございました。
（ 岡部 正彦 ）
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