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カイテクホームから皆様へ暮らしのお役立ち情報をお届けします！

こんにちは

カイテクホーム代表の野間田澄幸です。

先日岡山で講習があり,帰りに鏡野町(奥津温泉の近く)の、とあるお店によりました。
注文したお好み焼きが出てくるまでマスターとお話をしたところ、5 月くらいに倉吉
にお店を出し永住するとのことでした。
倉吉の人(鳥取県の人)は、とても人間性が穏やかで、いい人ばかりだと言われていま
した。他県の方からそう言われ、とてもうれしい気分になりました。また今日あるの

代表

野間田澄幸

も周りの皆さんのおかげだと、改め感謝しています。
ＰＳ
お店の特徴は 1 人前の量が気が遠くなるくらい多く、マスターが超個性的です。
個人的にはお好み焼きがおすすめです。
かすみ

春の空が 霞 がかっているのは？

3 月の話題
か す が

の

べ

かすみた

『見わたせば春日の野辺に霞立ち

さくらばな

咲きにほへるは桜花 かも』
（万葉集：作者未詳）

古くは万葉集にも詠まれているように“霞(かすみ)”は春の季語となっていて、春の空はかすみがかって
見えることが多くなります。春の空がこのようにかすみがかって白っぽく見えるのはなぜでしょう？

『空気のフタ』 ができ、地上を覆う
高気圧に覆われると上空から地上に向けて下降気流が
発生します（これは、地上で体感できる風ではありません）。
下降気流がしっかりすればするほど、大気中に“逆転層”
というものが発生します。
この逆転層は空気の蓋(ふた)と呼ばれており、まさに
地上を覆うフタの役目をします。そのため、地上付近に
あるチリやホコリ、花粉、水滴は上空高くにまで舞い上
がることは出来ず、地上付近に漂います。

（文・図：ウエザーニュース参照）

さらに春は冬に比べて日射が強まるため、上昇気流も強くなります。地上のチリ、ホコリ、花粉は巻
き上げられやすくなります。上空にたまったチリ・ホコリ、花粉によって太陽の光が色々と散乱されて
しまい、空が霞んで見えるのです。水蒸気も増えてきます。水蒸気は目に見えませんが、それが凝結し
て、空気中に水滴として存在すると、空は白っぽくなります。
春は黄砂もやって来ます。高気圧の前にやって来た低気圧が、中国の砂漠で砂を巻き上げ、それが風
に乗って日本にやって来るためです。そのため、発達した低気圧が通過した後は、黄砂による空の霞み
も良く起こる時期になります。

わらびのあく抜き

クッキング情報

じ み

春のおいしい山菜であるわらび。滋味 あふれる味わいで、ぜひ様々な料理に使いたい食材ですね。
しかしわらびは山菜のなかでも特にあくが強く、しっかりあく抜きをする必要があります。わらび
は時間がたつと硬くなってしまうので、採ったその日のうちにあく抜きをするのがおいしく食べる
ための秘訣です。また、 保存するときは、水を入れた容器のまま冷蔵庫に入れておきましょう。
◆これで完璧︕わらびのあく抜き⽅法３
重曹

1、 わらびをしっかり水洗いし、根元の硬い部分を切り落とします。

（タンサン） 2、 大きめの鍋にたっぷりの水を沸かし、沸騰したら重曹を入れます。
重曹の分量は、水 1 リットルに対して小さじ 1。きちんと計って加えましょう。
3、 火をとめて、粗熱がとれたらわらびを入れます。

4、 そのままひと晩おき、わらびが柔らかくなったら取りだし、流水でよく洗ってあく抜きの完了です。
灰

1. よく洗ったわらびを、バットなどに並べ、灰をまぶします。

＊一番失敗のな
い⽅法です︕

灰の量はひと握り程度、わらびが隠れるほどの量が適当です。
2. お湯を沸かし、わらびがひたひたになる程度に注ぎます。
その時わらびが浮き上がってしまう場合は、落し蓋などをして浮き上がらないようにしてください
3. そのまま一晩おいたら、バットの水を捨て、わらびを流水で洗い、再度きれいな水にさらします
4. 水が透明になるまで水を何度か変えてあく抜きの完了です。

⼩⻨粉と塩
＊短時間で
できます︕

1. 大きめの鍋にたっぷりの水を加え、小麦粉と塩を加えて沸騰させます。
分量は、水 1 リットルに対し、小麦粉が大さじ 4 杯、塩が小さじ 1 杯の割合です。
2. わらびを加え、弱火で数分程度ゆでます。
3. ゆでたわらびを冷水に 10 分程度浸してあく抜きの完了です！

◆まだ苦い…失敗しちゃう原因は︖
重曹でアク抜きする場合は、お湯の温度が高すぎることかもしれません。必ず火をとめて粗熱を取ってから、
わらびを加えましょう。また、重曹の量が多すぎるか少なすぎることも原因にあげられます。重曹の量は計量スプ
ーンなどで測って加えることが大切です。
◆もういちどあく抜きをしてみましょう
あく抜きに失敗してしまった時は、少々面倒ですがもう一度最初からチャレンジしてみましょう！その場合、あま
り長く熱いお湯にわらびをつけていると食感が損なわれたり、溶けてしまう可能性がありますので、充分気を付けて
くださいね。ちなみに、少しはあくが抜けたものの、もうちょっと……という場合は、水に 1 日つけておく方法がおす
すめ。そうすれば手間なくあくが抜けますよ。その場合、途中何度か水を換えると、より充分にあくが抜けますよ。
◆あくが気になりにくい調理法で⾷べる
もう一度あく抜きする時間がない場合や、ちょっと面倒な時は、あくが気になりにくい調理法で食べるのもおすす
めです。例えば天ぷらにすれば、サクッとした食感と油の香ばしさがあいまって、あくは気にならないでしょう。他に
もお肉などと一緒に甘辛く煮付けたものなどもおすすめです。せっかくのわらびですから、おいしくいただくのがいち
ばんですよね♪

耳掃除

健康

ついつい毎日の習慣になってしまう耳掃除。 「完全に
取りきらないと気持ち悪い」とか「奥の方までやらないと
スッキリしない」という方もいると思います。
でも耳掃除は気持ちいいからやるものではありません。
耳の病気を防ぐため、正しい耳掃除の仕方を覚えて耳の
健康を保ちましょう。

耳垢とは 耳穴の皮膚の表皮細胞

耳かきや綿棒での耳掃除のしすぎは、耳垢をどん

や外部からのホコリ、耳垢腺からの分

どん奥の方に押し込むことになり、場合によっては外耳道を傷つ

泌液が混ざったものです。皮膚の細

けてしまうこともあります。逆に、やらなさすぎも問題で、耳垢が

胞は、外耳道の入り口から 3cm 奥あ

溜まり過ぎてしまうと、耳が聞こえにくくなったり、湿疹の原因とな

たりの鼓膜付近から、ゆっくりと耳の

ったりすることもあります。

外に向かって移動します。古くなった

耳垢そのものには、殺菌効果や、外耳道を保護する役割、

皮膚の細胞は入り口から 1cm のとこ

虫などの侵入を防ぐという役割があります。そうした役割を果た

ろで剥がれ落ち、耳垢腺からの分泌

す耳垢を完全に無くしてしまうような、耳掃除のやりすぎは、耳

物と混ざりながら、耳垢になります。

の健康のためにも良くありません。

耳掃除は、月に 1～２回、片耳にかける時間は 2 分程度で十分だとされています。
入り口から 1cm というのは直接目で見える範囲なので、綿棒など柔らかいものを使っ
て取るか、ピンセットなどでつまめば、キレイに取れます。子どもの耳掃除をしてあ

げる時も、見えている耳垢だけ無理をせず取るというのが正しい耳掃除の方法です。

なぞなぞ

頭の体操
① 「かん」は「かん」

② クリの

③ おしゃべりで

④ たった３ぼん

⑤ クマにまたがったのは

でも、ほんばこにいれ

ボスって、

とてもちからのあ

しかけがはえて

きんたろう。おにをやっつ

る「かん」はなあに？

なあに？

るくるまってなあ

いないねこって

けたのはももたろう。で

に？

なあに？

は、ウマにまたがっている
のは？

頭の体操

クイズ

○に入る言葉は何でしょう？
① 日本軍兵士 199 人の雪中行軍・殉難の史実を映画化した「八甲田山」で有名なセリフ。
「○は我々を見放した。」
② 英ロスリン研究所が、羊の体細胞を使って○○○○羊「ドリー」を世界で初めて作り出すことに成功。
③ 仰木監督に見出され、鈴木一郎はイチローと選手名を変えて一流選手に。
その独特のタイミングの取り方は○○○打法。

地域

足立美術館

安来市

先日、足立美術館に行ってきました。時に「大観美術館」とも呼ばれるほど横山大観のコレク
ションが多いことで有名な美術館ですが、日本庭園としても海外の人たちから高い評価を受け
ているということで、とても興味がありました。美術館自体が久しぶりだったので、名作をたっ
ぷりと鑑賞でき、とても高貴な時間を過ごすことができました。特に庭園は、素晴らしく手入れ
されていて、本当に「美」を追求した「生き続ける芸術作品」でした。
米国の日本庭園専門雑誌で 16 年連続日本一！
足立美術館の 16 万 5 千平方メートルの庭園は、専属の 7 人の
庭師が手入れしており、広大な庭園の細部にまで維持管理がゆきと
どいている点が高く評価され、米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・
オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」による庭園ランキングで、16 年連
続日本一に選ばれました。同ランキングは、歴史的価値、規模、知
名度ではなく、庭園の質、庭園と建物との調和、利用者への対応と
いったホスピタリティ等「いま現在鑑賞できる日本庭園としていかに優
れているか」を基準に調査・選考されています。
園内には赤松が約 800 本植わっています

この受賞を受け、足立美術館の足立隆則館長は

が、太くなり過ぎたり状態が悪くなったりした

「常に新鮮な感動を与える美術館であり続けることが当館の

際にすぐ交換できるよう、別の場所にスペ
アの松が用意され、赤松だけでも約 400

社会的使命であり、さらなる魅力の発信に努めていきたい」と

本のスペアがあるそうです。

のコメントを出しています。

庭園に使われている苔も、雨が降った
際にしずくが落ちて苔に穴をあけて痛めて

庭園と日本画にかけた創設者・足立全康の思い

しまうのを防ぐため、炭が埋め込まれてい
ます。さらに松同様、苔にもスペアが準備

足立美術館は、事業家として成功した足立全康の

されているという徹底ぶりです！

「郷土に恩返しがしたい」という思いから、昭和 45 年に
設立されました。横山大観をはじめとする日本画に深い
思い入れを持つ足立全康は、まず日本庭園を通して四季の自然の

毎朝開館前に全職員が１時間かけて掃除

美を感じてもらい、その感動をもって横山大観などの作品にふれる
ことで、日本画の魅力を理解してもらおうと考えたのでした。館内に
入るとまず「枯山水庭」や、「白砂青松庭」など 6 つの美しい庭園が
広がっているのはこのためだそうです。

【発行】

をしています。年中無休のため、掃除は 365
日休むことなく続けられ、雨の日にもカッパを
着て行われるそうです。まさに美術館の方たち
の「おもてなし」の心です。

思いやりと技術で快適なくらしを提案する

～Kind＆Tecｈnica～

カイテクホーム建築設計株式会社
代表取締役

野間田澄幸

〒689-2501
カイテクホーム
鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 777 番地
E-mail：kaitechome@nomakensekkei.com

TEL

0858-55-1096
なぞなぞこたえ

クイズこたえ

FAX

①ずかん
①天

「第 21 回賢い家作りセミナー」
開催予定
3 月 16 日(土) 3 月 17 日（日）
倉吉未来中心にて＜要予約＞

0858-55-1254

②ドン（親分）グリ

②クローン

③パワーシャベル

③振り子

④みけねこ

⑤騎手（ジョッキー）

