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瓦版で私の趣味の話といえば『落語と相撲』といった
感じだったのですが、実は温泉も大好きなのです。
新潟市古町の百貨店として、前身の小林呉服店から
113 年にわたって不動の地位を守ってきた新潟三越が、
2020 年 3 月 22 日で閉店することになりました。
『百貨店』といえばワンランク上の品揃えをした特別な場
所で、ブランド品や、高級化粧品から宝飾品などの販売。
催事場では、絵画や美術品の展示、産地の物産展など。
おばさんにとっては見ているだけでも楽しい、幸せな気分に
なれる、夢の詰まった場所でした。それが今全国的に地方
都市や郊外店舗から閉店しているのです。

ただ・・・以前連載していた温泉ソムリエと違い全くの温泉素人ですので、そう思って読んでください。（笑）
私の好きな温泉の一つに“野沢温泉”があります。長岡から十日町、津南を抜けて約 1 時間半くらいで行
けます。この時期だとスキー客、特にオーストラリアなどの外国人で賑わっています。
温泉街に 13 の外湯（共同浴場）があり、施設管理の協力金を納めて自由に入浴するこ
とができます。私は数年かけてようやく全てに入ることができました。ほとんどが、脱衣場
と浴場の境目のないような建物で湯船も 5～6 人でいっぱいです。源泉が何本かある
ようでそれぞれにお湯の特徴が違います。成分とかはわかりませんが、共通しているこ
とは、お湯が熱い！！その熱さが魅力でもありますが、そのままでは入れないくらい
熱い所もあります。（水で少し調整してから入ります）
私は 1 回行くと 3 箇所
くらい廻りますが、服を着

nippon.com より

たり、脱いだりがなかなか疲れますので、
インターネット通販の広がりで、なんでもスマホでポチリと注文すれ

冬でも軽装で行くことをおすすめします。

ば翌日には手もとに届く便利な時代。そして地方の駅前はシャッター

最後は湯冷めしないように暖かくして帰

通りと化し、郊外の大型商業施設への顧客の流出などにより、百貨
店の売り上げが減っているからなんですね。2010 年には、大和 長

りましょう。
野沢温泉の街並み

担当は 片桐でした

岡店、新潟店共に既に姿を消しており、新潟県にある大型百貨店は
新潟伊勢丹だけになります。寂しいかぎりです・・・・

百貨店のイベントで定期的に開催され、毎回大盛況となる、『有名駅弁
大会』があります。皆さんも大好きでしょう？？ （えっ！もしかして私だけ？？）
実演販売で、購買意欲を誘うという作戦もあるのでしょうけれども、毎回人
気です。京王百貨店新宿店の「2019 年実演販売 販売個数上位ベスト
5」は左のようになっているそうです。
第 1 位の『元祖 森名物 いかめし』は昭和 16 年から続くロングセラー
だそうです。生イカの胴にうるち米ともち米を合わせたものを詰め、甘辛い
タレでじっくりと炊き上げたもの。ひとつひとつ手作業で作られた伝統の味・
素朴な味が安定した人気を集めているんですね。
一般的に「品質が良い」「安心・信頼・高級感がある」というところが百貨
店の魅力とされています。その逆に「価格が高い」「店員が煩わしい」など
の不満点も挙げられています。個人個

「そろそろリフォームかな・・・」と思ったら、リフォームの
準備を始めませんか？家族で相談、計画を立てましょう。
リフォームの内容にもよりますが、特に外回りのリフォームは基本的に屋外での作業
となるため、天候に左右される部分が大きくなります。春は過ごしやすく、気候が安定
していて雨もあまり降らないためリフォームに適した季節です。屋根・外壁の塗り替
え、張替え工事などは集中して、お待ちいただく場合もありますから、お早めにお申し
込みください。また、水回りのリフォームは、浴室が 1 週間使えない、キッチンが 1 週
間使えない、という場合もあるので、長期休暇に充てるとか、夏場は避けるとか、家族
の予定や都合を考えて、計画するのがおすすめです。
家が古くなったり、故障してしまった後のリフォームは、費用

人で受け取り方は違うと思いますが、

や期間が余計にかかり、希望のプランやデザインを選ぶ時間が取

昔から親しんだところがまたひとつ、消

れません。毎日の暮らしを便利にしたり、今思っている不便や不

えていくのは寂しいですね。

都合を改善するだけでなく、リフォームで理想の

keionet.com より
ｇarbadgenews.net

より

暮らしを実現させましょう。
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ただ・・・以前連載していた温泉ソムリエと違い全くの温泉素人ですので、そう思って読んでください。（笑）
私の好きな温泉の一つに“野沢温泉”があります。長岡から十日町、津南を抜けて約 1 時間半くらいで行
けます。この時期だとスキー客、特にオーストラリアなどの外国人で賑わっています。
温泉街に 13 の外湯（共同浴場）があり、施設管理の協力金を納めて自由に入浴するこ
とができます。私は数年かけてようやく全てに入ることができました。ほとんどが、脱衣場
と浴場の境目のないような建物で湯船も 5～6 人でいっぱいです。源泉が何本かある
ようでそれぞれにお湯の特徴が違います。成分とかはわかりませんが、共通しているこ
とは、お湯が熱い！！その熱さが魅力でもありますが、そのままでは入れないくらい
熱い所もあります。（水で少し調整してから入ります）
私は 1 回行くと 3 箇所
くらい廻りますが、服を着

nippon.com より

たり、脱いだりがなかなか疲れますので、
インターネット通販の広がりで、なんでもスマホでポチリと注文すれ

冬でも軽装で行くことをおすすめします。

ば翌日には手もとに届く便利な時代。そして地方の駅前はシャッター

最後は湯冷めしないように暖かくして帰

通りと化し、郊外の大型商業施設への顧客の流出などにより、百貨
店の売り上げが減っているからなんですね。2010 年には、大和 長

りましょう。
野沢温泉の街並み

担当は 片桐でした

岡店、新潟店共に既に姿を消しており、新潟県にある大型百貨店は
新潟伊勢丹だけになります。寂しいかぎりです・・・・

百貨店のイベントで定期的に開催され、毎回大盛況となる、『有名駅弁
大会』があります。皆さんも大好きでしょう？？ （えっ！もしかして私だけ？？）
実演販売で、購買意欲を誘うという作戦もあるのでしょうけれども、毎回人
気です。京王百貨店新宿店の「2019 年実演販売 販売個数上位ベスト
5」は左のようになっているそうです。
第 1 位の『元祖 森名物 いかめし』は昭和 16 年から続くロングセラー
だそうです。生イカの胴にうるち米ともち米を合わせたものを詰め、甘辛い
タレでじっくりと炊き上げたもの。ひとつひとつ手作業で作られた伝統の味・
素朴な味が安定した人気を集めているんですね。
一般的に「品質が良い」「安心・信頼・高級感がある」というところが百貨
店の魅力とされています。その逆に「価格が高い」「店員が煩わしい」など
の不満点も挙げられています。個人個

「そろそろリフォームかな・・・」と思ったら、リフォームの
準備を始めませんか？家族で相談、計画を立てましょう。
リフォームの内容にもよりますが、特に外回りのリフォームは基本的に屋外での作業
となるため、天候に左右される部分が大きくなります。春は過ごしやすく、気候が安定
していて雨もあまり降らないためリフォームに適した季節です。屋根・外壁の塗り替
え、張替え工事などは集中して、お待ちいただく場合もありますから、お早めにお申し
込みください。また、水回りのリフォームは、浴室が 1 週間使えない、キッチンが 1 週
間使えない、という場合もあるので、長期休暇に充てるとか、夏場は避けるとか、家族
の予定や都合を考えて、計画するのがおすすめです。
家が古くなったり、故障してしまった後のリフォームは、費用

人で受け取り方は違うと思いますが、

や期間が余計にかかり、希望のプランやデザインを選ぶ時間が取

昔から親しんだところがまたひとつ、消

れません。毎日の暮らしを便利にしたり、今思っている不便や不

えていくのは寂しいですね。

都合を改善するだけでなく、リフォームで理想の

keionet.com より
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暮らしを実現させましょう。

