平成２９年６月１日発行

マルトミです

６ ・７月号

（隔月刊）

日頃のご愛顧に 心より御礼申し上げます。
☆

ショールームでは、６月から８月まで刈払機・自走式草刈機・
芝刈機などの草・芝関係の機械を中心に展示しています。また
生活関連商品では、常設のケネックスの 24 時間風呂「おふろだ
もん」の実演展示と、ホンダのシニア・カー「モンパル」も全色
ご覧いただける他 そのままご試乗もできますのでぜひ乗り心地
をお試しください。

☆ 本格的な草刈りのシーズンを迎え、刈払機やあぜ草刈機などの機械を
使用される機会も多くなっているかと思いますが、作業中の事故等に
はどうかくれぐれもご注意願います。
前回の「マルトミです」４.５月号にも刈払機の安全な使い方を載せて
ありますが、共立ブランド製品を販売しているやまびこジャパンの
ホームページでより詳しい情報をご覧になれますのでご参考にして
ください。 www.yamabiko-corp.co.jp/echo/
☆ この春からとくに感じていることなのですが、最近耕うん機や刈払
機などを点検や修理で当社にお持込み下さる御客様がとても増え、
工場がいつもにぎやかになっています。広告をご覧になったり他の
御客様からの御紹介で初めて来られたという方も
大勢おられます。ご利用いただき、心より感謝し
御礼申し上げます。
こちらまで機械をお持ちいただけない場合はもちろん喜んでお伺いも
させて頂きますので、どうかなんでもお気軽にお申し付け願います。
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当社の取扱商品ご紹介
マルトミは機械の販売と修理を主な業務としています。創業が大正 4 年で、一昨年お陰様で
100 周年を迎えました。皆様の日頃の御愛顧に心から感謝申し上げますとともに、どうか
これからもお引立てのほどよろしくお願い致します。

農業機械
プロ用の大型機械から家庭菜園用のミニ耕うん機、お庭で使われる電動
芝刈機まで、信頼できるブランドの商品のみを販売しています。専門のサ
ービス・スタッフと修理もできる営業スタッフとの連携により、アフターサー
ビス体制も万全です。
取扱メーカー：

ヤンマー・ホンダ・共立・ゼノア他

除雪機
ホンダ・ヤンマー・ヤナセの製品を中心に扱っています。 家庭用の手軽
なものから大型のプロ用タイプまで多数とりそろえ、もちろんアフターサー
ビスも万全です。毎年、シーズン前におとくな事前点検の御案内をさせて
いただき、また、オフシーズン中のお預かりも致しております。

生活関連製品
発電機・薪ストーブ・整水器・組立ガレージ等々、お役に立つ商品をいろいろ扱っています。

消防防災機器
消防署などの官公庁向けには大型機械も販売し、上越市、糸
魚川市で活躍しているはしご車や化学消防車も当社で納入させ
て頂いています。もちろん消火器・火災警報器など家庭
用の商品も販売していますのでぜひご利用願います。

修理・整備もおまかせください
当社は県認定農業機械整備工場(大) ・ ヤンマー農業機械整備士工
場 ･ ホンダ汎用機ベスト特約店として、一般のエンジン機械の点検 ・
整備 ・ 出張修理等、全てにわたり迅速、確実、低料金にて対応させて
頂きます。メーカーを問わず修理できますので、ぜひご相談ください。
また、部品についても迅速にご提供致しますので、どうかご利用願います。
（但し、一部修理や部品のご提供ができないものもございます。詳しくはおたずね下さい。
）

「食」を中心にした山野草の楽しみ方 2.

富永幸司

今回はヨモギとドクダミの利用法について述べたいと思います。
①ヨモギ

（艾葉）キク科。別名 モチグサ。

薬効： 止血剤、浄血剤、造血剤、リュウマチ、神経痛、高血圧、骨粗鬆症
水虫、虫さされ、腹痛、下痢、他お灸にも「もぐさ」として使われ、
またヨモギ酒（茎・葉・花穂に砂糖＋ホワイトリカー）は健胃整腸・
強壮・利尿に効果があります。
食用： 天ぷら、汁の実、和え物、油いため、草餅、団子など
その他：乾して足湯・腰湯・風呂に入れて使う。

②ドクダミ（しゅうさい・十薬）ドクダミ科。
薬効： 蓄膿症、むくみ、高血圧予防、おでき、便秘、痔、皮膚病、化膿の腫物
食用： 天ぷら、胡麻和え、酢味噌和え、油いため
その他： 5 月～7 月開花期に全草を刈り取って天日乾燥し入浴剤として利用。虫
よけと臭い消し、化粧水

どちらも、食用には主に生の葉や茎を使い、薬草としては全草を乾燥させて煎じて飲んだ生
の葉をそのまま貼りつけたり揉んで使ったりします。
随分いろんなことに利用できるものですね。植物は総じて開花期に薬効が最も高くなり栄養
価も高まると言われています。生活の中で「薬食同源」を楽しんでみたいですね。

富永農産

〒942-0265 上越市三和区神田 1256 TEL＆FAX
E-mail︓t-sumiko@joetsu.jp

025-532-3027

https://www.joetsu-tokusan.jp/shop/48.html

合鴨を使った無農薬有機農法で作った安全でおいしいお米をぜひ食べてみて下さい。

お客様訪問
若い頃には
上越市 加藤一郎さん・幸子さん
加藤さんのお宅に伺って、まずびっくりするのがお庭一面の
お花畑です。色とりどりの花が咲き乱れる様子はまるで高原の景
色を見るようです。奥様の幸子さんが２０年かけて作りあげられ
たそうです。今の季節は白と青のカンパニュラが主役ですが、数
百種類はありそうな花々がこれから季節毎に入れ替わって咲き
続けるというこのお庭は素晴らしいの一言です。
御主人は、お庭の向こうに広がる畑と、あちこちに植えられた
果樹の方を担当されています。２５０坪の畑からはたくさんの野菜が収穫され、周りの人た
ちからあるるん畑で売ったらどうかと言われますが、素人に徹することがポリシーなので販
売は考えず、できた野菜は友人知人に配りまくっているそうです。
またバイクもお好きで、若い頃には白バイに憧れていたもののさ
すがに日本のものには乗れないので、イタリアの白バイ(?)を現地
から取り寄せたこともあるというほどです。
奥様はお庭作りの他に陶芸もされていますが、お二人で別々の
趣味も持ちながら、土に関わる趣味の部分では役割を分担しなが
ら一緒に楽しまれているのがとても素敵で羨ましいかぎりです。

草と木、雑記帳

ネムノキ

雨にも晴れにも似合う花

6 月の半ば過ぎ木々の緑が深い緑に変わる頃、私の大好きなネムノキがそこかしこで美し
い花をつけ始めます。木の花としては遅咲きの部類ですが、その鮮やかなお化粧につかう刷
毛のような風情ある花を愛する人は多くおられることでしょう。枝の先に群がって咲く花は
小さな筒型で目立たず、目を引くのはその紅白に染め分けられた多数の長い雄しべ。これが
私たちが普通にネムの花と見ているもので、梅雨の雨に濡れた姿もまた良いものですね。ネ
ムノキは北海道を除く全国に普通に見られ、成長はたいへん早く高さ 10ｍほどの枝ぶりの良
い樹になります。民俗事例として、材は軽く昔は下駄の歯やいろいろな器具に使われました。
宮崎県の椎葉村でずっと焼畑を続けてこられた椎葉クニ子さんのご本には、メンパ（炊いた
飯を入れた携帯容器のこと）の材料として最適で、竹材などより水分をよく吸ってくれてご
飯がおいしかった…とあります。その他、木の皮の煎じ汁を洗髪や洗顔に使ったり、葉を干
して粉にし香に焚くなどの例も各地で知られています。
ネムノキといえばその名のもとになった「葉は日暮れに閉じて朝また開く」という性質で
す。このことは古くから人々の興味を引き、美しい花とともに万葉集をはじめ各時代を通じ
て和歌や今様、俳句などに多くの作品が残されています。漢名は合歓木ですが、この[合歓]
の文字にはもともとは男女が共寝するという意味があ
ったようで、このため古典に出て来るネムノキの歌の多
くは恋の歌に分類されるようです、現代はそうでもあり
ませんが。
ところで、合歓木フアンの私の夢は 長塚節の歌に
「蚊帳越しにあさあさうれし一枝は 廂のしたにそよ
ぐ合歓の木」にあるような大きなネムノキの梢にツリー
ハウスを作り、花の香につつまれて眠ること…だったの
ですが、大径木がどんどん少なくなっている昨今ではと
（ハ）
ても無理な話ですね。
編集後記
６月１日現在、一部を除いて田植えも終わりましたが、今度は草刈りや畑仕事などでお忙しい日々
が続いていることと存じます。農家の皆様も、またお庭や空き地の雑草刈りなどで野外作業をされる
皆様も、これから暑くなる中、どうかくれぐれも健康管理に気をつけてお過ごしください。
前号からこの紙面で御協力頂いている富永さんは先月末からブータンに行っていて、今頃は現地で
田植えをしているはずです。幸福度ナンバー１の国として知られているブータンですが、私のイメー
ジは世界１の珍蝶 ブータンシボリアゲハのすむ楽園です。お土産話を楽しみにしています。

株式会社

マルトミ

上越市西田中２３６－９(企業団地内)
TEL(025)524-1181

E-mail:
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.maru-takada.com

FAX(025)524-1184

info@maru-takada.com
「上越 マルトミ」で

県認定農業機械整備工場(大) ・ヤンマー農業機械整備士工場・ホンダ ベスト特約店

