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ほのぼの通 信
こんにちは、子供の頃、木を使
った細工が大好きで、ハンドル付
きのソリを作って遊んでしまっ
た、植木守です。
2 月といえば真冬です。道は氷
の季節です。つい急ぎ歩きをして
「信号で転んだ」とならないよう
に気をつけてくださいね。

今日も、安いよー！
1 月 21 日（水曜日）に、年明け初めて旭川に行っ
てきました。旭川は、私が保険代理店として独立する
前に 1 年間、単身赴任をしていた土地。よく野菜を
買いに「銀座商店街」にある八百屋さんへ行っていま
した。
当日もその店へ行くとい
つもの「にいちゃん」が「い
らっしゃいませ！」と迎えて
くれたのです。
今日も安いよ！と、
いつものお兄ちゃん！
旭川は、札幌より物価が
安いが、この八百屋さんの有る「銀座商店街」は、旭
川の繁華街から 6 丁程東に（旭川動物園の方向）行
ったあたりで、周りの八百屋・果物屋・肉屋等々、
旭川市内でも安い。
その中でもこの「神田青
果 ／ 銀 座支 店 」は と か く
安い ! 私のお気に入り
の店です。
みかん 1 箱 400 円、サンフ
ルーツ 1 箱 750 円、長ネギ 1 束 80 円、キャベツ 1
個 150 円である。私のお気に入りは、ごぼうと人参
を千切りにした「切りゴボー」150 円、きんぴらごぼ
うをすぐ作る事が出来るのです。

750g の豆が安いって！
今回特に目を引いたのが
「豆」なのです。それも、見
たことも無い模様が付いて
いる・・・おにいちゃんに豆
の名前を尋ねると「くらかけ
豆」という・・・
どうして「くらかけ豆」と言うの？ と聞くと「馬に
鞍（くら）をかけたような模様が入っているから」と言
うこと。 なるほど！ と、納得したのです。
この豆は特に安くて、250g 入りの袋が 3 つ入って、
なんと！ ?00 円。今日も野菜等を買いすぎてしまった

何が何でも、あなたを守ります！
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発行：植木 守
電話：011-884-9310
携帯：090-9088-0093
住所：札幌市清田区北野 3-5-10-2
ホームページ：http://fp.web01.jp/

のです。帰ってから「くらかけ豆」を煮て食べるのを楽
しみに札幌への帰途に着いたのでした。

この豆は海苔の香り！
インターネットで調べたら、
「くらかけ豆」は大豆の
仲間で、青大豆に分類されますが、ふつうの大豆とは違
って、ソラマメのように扁平で、牛馬の背中に鞍をかけ
たように、黒色もしくは茶色の大きな斑(まだら模様)が
入っているのが特徴。海苔のような香りがすることから
「海苔豆(のりまめ)」と呼ぶ地方もあります。食べ方は
「▽塩ゆでや浸し豆でおつまみに最適！」でした。
黒豆のように煮てしまったので、海苔の香りはまだ体
験していません。もし、スーパー等で皆さんが「くらか
け豆」を見かけたら試して
みてはいかがでしょう？
（有）神田青果／銀座支店
TEL ：0166-23-1535
住所 ：〒070-0033 旭川市３条通１４丁目左１０

｢くらかけ豆｣は海苔の香？
黒豆のように煮た時、妻は「美味しくない」と言って
いましたが、この話をすると、早速、塩ゆでをしてみる。
なんとなく「海苔の香り」がするではないですか！
「この味だったら食べやすくて良いよね」と私が言う
と、妻も「そうだね、海苔らしい香りもするしね・・・」、
「酒のつまみにいい感じだね」と言いながら、二人して
豆を口に運んでいました。

｢くらかけ豆｣をプレゼント
是非味見をしてみてください。つまみに最高です。
50g〜250g の範囲で送りします。090-9088-0093 まで。

20 年ぶりの雪祭り！
2 月 6 日、雪祭り 2 日目妻と二人で、雪祭りへ行っ
てきました。2 日ほど前の 4 日に雪祭りに行こうかと
いう話になり、仕事が終わった後に待ち合わせをする
ことになりました。当日、午前中は晴れていたので
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すが、昼頃から雪が強く降ってきて・・・、 その時
「この雪だったら今日はやめようか？」と、妻からメ
ールが来た。「Yahoo の天気予報では夕方から曇りだ
よ」
、と伝えると、
「じゃ、待ってみる」と、予定通り
行くことになった。寒いので移動は、車で。

雪が積もり形が分からない
始めに行ったのは、大通
り４丁目の「ナルニア国物
語」で、写真を撮ったら寒
さに負けて、すぐにススキ
の会場へ・・・
駐車場へ車を置き、
形が分からない
すすきの氷の祭典会場を歩いていると、
氷像には雪が
たくさん乗って形がよく分からないのです。
形が分かる写真が何枚か撮れたので載せます。
「出目金」の名前が付
いていました。向こう側
の光が映っていて、氷の
透明さがよく分かる写
真です。

右の写真は、シマフクロウ。

左の写真は、一見シマフク
ロウに見えますが、題名は
「白いターゲット」で、
鷹か鷲の様でした。
歩き回っているうちに
だいぶ冷えてきて、お腹も
減ってきた。そろそろ、ラ
ーメンの「信玄」に行こう
かと妻と話しながら右の
「モトクロス」を撮って、
最後には、氷付けのけがに
と一緒に「ミスすすき」の
二人を撮り、駐車場まで戻
り、ラーメンの「信玄」へ
行ったのでした。

暖かいラーメンが旨い！
ラーメンの「信玄」へ到着すると、店の脇から「モ
ンモン」と湯気が上がっている。妻は「なんか、いい

何が何でも、あなたを守ります！

感じだね」
、私は「すすきので一番はやっているんじ
じゃないかな？」と言うと妻は「美味しいからかな」
と・・・。
妻は「塩味」
、私は「こく味
噌」を頼む。食べ終わって、
車に戻り帰路へ着くと妻は、
「たまにラーメンもいいね。
美味しかったし」と言う、
「そ
のうちまた来ようか！」と話しながら帰ってきました。

新 PC は気持ちが良い！
今回は、
私の友人で保険の先生の
「沖原さん」です。
初めまして、恵庭でアリ
コの代理店を営んでいる
「沖原」と申します。植木
さんとの出会いは、2005
年のアリコ主催の講習会
で、3 年半になります。
植木さんは根っからの技術屋さんで、初めて私の事
務所へ遊びに来た時、私の趣味の真空管アンプについ
て聞いて分かりました。半端じゃない知識量に圧倒さ
れています。パソコン（PC）についても同様で、何
を聞いても教えてくれる。困ったときに、「レスキュ
ー」を出すと、たちどころに解決するのです。
右写真の PC は、昨年の
秋に壊れた PC の替わり
に購入したもので、幅
27cm×奥行き 20cm で重
さは 1.4kg でかわいい 1
台です。植木さんは、私が
何年もかかって作成した資料を、諦めかけていたデー
タを壊れたパソコンから取り出して新しいパソコン
に移してくれたのです。それも、格安で。
今回は私の友人が、私の
PC の色違いが欲しいと言
うのです。パソコンショッ
プで基本設定をしてもら
って、後は植木さんにお願
いしました。
植木さんには、細かな内容の確認と最終的な調整と
使い方の説明をしてもらい、私の友人は安心していま
した。また、植木さんが作ったホームページには、感
心させられました。URL は、http://fp.web01.jp/
です。自分で作ったようで。
保険見直し 札幌
検索

植木さんは営業が下手！
もともと技術屋さんの植木さんは、パソコンが得意
なのですが、保険の知識も凄いのです。でも、営業（植
木さんからの売込）は下手です。
褒められたのかどうか私には分かりませんが、気楽に
お問合せを下さい。
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「海苔豆(のりまめ)」と呼ぶ地方もあります。食べ方は
「▽塩ゆでや浸し豆でおつまみに最適！」でした。
黒豆のように煮てしまったので、海苔の香りはまだ体
験していません。もし、スーパー等で皆さんが「くらか
け豆」を見かけたら試して
みてはいかがでしょう？
（有）神田青果／銀座支店
TEL ：0166-23-1535
住所 ：〒070-0033 旭川市３条通１４丁目左１０

｢くらかけ豆｣は海苔の香？
黒豆のように煮た時、妻は「美味しくない」と言って
いましたが、この話をすると、早速、塩ゆでをしてみる。
なんとなく「海苔の香り」がするではないですか！
「この味だったら食べやすくて良いよね」と私が言う
と、妻も「そうだね、海苔らしい香りもするしね・・・」、
「酒のつまみにいい感じだね」と言いながら、二人して
豆を口に運んでいました。

｢くらかけ豆｣をプレゼント
是非味見をしてみてください。つまみに最高です。
50g〜250g の範囲で送りします。090-9088-0093 まで。

20 年ぶりの雪祭り！
2 月 6 日、雪祭り 2 日目妻と二人で、雪祭りへ行っ
てきました。2 日ほど前の 4 日に雪祭りに行こうかと
いう話になり、仕事が終わった後に待ち合わせをする
ことになりました。当日、午前中は晴れていたので
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すが、昼頃から雪が強く降ってきて・・・、 その時
「この雪だったら今日はやめようか？」と、妻からメ
ールが来た。「Yahoo の天気予報では夕方から曇りだ
よ」
、と伝えると、
「じゃ、待ってみる」と、予定通り
行くことになった。寒いので移動は、車で。

雪が積もり形が分からない
始めに行ったのは、大通
り４丁目の「ナルニア国物
語」で、写真を撮ったら寒
さに負けて、すぐにススキ
の会場へ・・・
駐車場へ車を置き、
形が分からない
すすきの氷の祭典会場を歩いていると、
氷像には雪が
たくさん乗って形がよく分からないのです。
形が分かる写真が何枚か撮れたので載せます。
「出目金」の名前が付
いていました。向こう側
の光が映っていて、氷の
透明さがよく分かる写
真です。

右の写真は、シマフクロウ。

左の写真は、一見シマフク
ロウに見えますが、題名は
「白いターゲット」で、
鷹か鷲の様でした。
歩き回っているうちに
だいぶ冷えてきて、お腹も
減ってきた。そろそろ、ラ
ーメンの「信玄」に行こう
かと妻と話しながら右の
「モトクロス」を撮って、
最後には、氷付けのけがに
と一緒に「ミスすすき」の
二人を撮り、駐車場まで戻
り、ラーメンの「信玄」へ
行ったのでした。

暖かいラーメンが旨い！
ラーメンの「信玄」へ到着すると、店の脇から「モ
ンモン」と湯気が上がっている。妻は「なんか、いい

何が何でも、あなたを守ります！

感じだね」
、私は「すすきので一番はやっているんじ
じゃないかな？」と言うと妻は「美味しいからかな」
と・・・。
妻は「塩味」
、私は「こく味
噌」を頼む。食べ終わって、
車に戻り帰路へ着くと妻は、
「たまにラーメンもいいね。
美味しかったし」と言う、
「そ
のうちまた来ようか！」と話しながら帰ってきました。

新 PC は気持ちが良い！
今回は、
私の友人で保険の先生の
「沖原さん」です。
初めまして、恵庭でアリ
コの代理店を営んでいる
「沖原」と申します。植木
さんとの出会いは、2005
年のアリコ主催の講習会
で、3 年半になります。
植木さんは根っからの技術屋さんで、初めて私の事
務所へ遊びに来た時、私の趣味の真空管アンプについ
て聞いて分かりました。半端じゃない知識量に圧倒さ
れています。パソコン（PC）についても同様で、何
を聞いても教えてくれる。困ったときに、「レスキュ
ー」を出すと、たちどころに解決するのです。
右写真の PC は、昨年の
秋に壊れた PC の替わり
に購入したもので、幅
27cm×奥行き 20cm で重
さは 1.4kg でかわいい 1
台です。植木さんは、私が
何年もかかって作成した資料を、諦めかけていたデー
タを壊れたパソコンから取り出して新しいパソコン
に移してくれたのです。それも、格安で。
今回は私の友人が、私の
PC の色違いが欲しいと言
うのです。パソコンショッ
プで基本設定をしてもら
って、後は植木さんにお願
いしました。
植木さんには、細かな内容の確認と最終的な調整と
使い方の説明をしてもらい、私の友人は安心していま
した。また、植木さんが作ったホームページには、感
心させられました。URL は、http://fp.web01.jp/
です。自分で作ったようで。
保険見直し 札幌
検索

植木さんは営業が下手！
もともと技術屋さんの植木さんは、パソコンが得意
なのですが、保険の知識も凄いのです。でも、営業（植
木さんからの売込）は下手です。
褒められたのかどうか私には分かりませんが、気楽に
お問合せを下さい。
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