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ご協力ショップ

商品券

ト
セットでプレゼン

オーガニック洗剤

松の力

オーガニック多用途洗剤。
松の樹液の脂肪酸を使用
した界面活性剤とお水か
ら生まれた洗剤です。
一切の石油化学物質を含
みません。
食器洗い、お掃除やワン
ちゃんのシャンプーに。

小山 様

おめでとうございます！

3 月号 解答欄

氏名

（ペンネーム）

℡
応援メッセージをお願いします !

集

後

記

こんにちは。奥山です。
3 月ですね。月が 3 月になっただけで不思議と
気持ちが「春」になった気がします。
ですが、年々 3 月が寒くなっている気がしてな
りません。こんなに寒かったっけ？と去年も感
じていた気が・・
これ、どうやら地球のせいではなく年齢のせ
いのようです。
「冬の寒さが体に堪
える」といったところでしょうか。

fax：03-5637-1180】

正解と当選者は 5 月号で発表します！
〜

家づくりをきっかけに
「体と心がよろこぶ暮らし」を考える

〜

自然素材の新築・リフォーム

創業

１６５７年

株式会社駿河屋
〒131 - 0033
東京都墨田区向島 1 - 24 - 16 - 1 階

小さなことでも、まずはご相談ください

0120 - 124 - 029

毎月発行 発送をご希望の方はご連絡ください。

http://www.surugaya-life.jp

ぶら～り 下町 放浪記

info@surugaya-life.jp

ニュースレター設置ご協力店：いちまるカフェ 鐘ヶ淵薬局 狛江和泉薬局 こりこりアロマ整骨院 しげの珈琲工房 スマイルキッチン 墨田観光協会
スミダリバーキッチン たから薬局向ヶ丘遊園店 たとぱに 千輪 二階の食堂 ノブ・コーポレーション 東向島珈琲店
ブランシュ pokapoka 増田小児科医院 向島ぜんや 八広地域プラザ「吾嬬の里」

80 年の歴史を引き継ぐ

～ いちまるカフェ～

こんにちは。奥山です。
今月は 2 月の 18 日にオープンした曳舟にあります
『いちまるカフェ』さんをご紹介します！
みなさん、日本の風情がのこる立派な外観の銭湯「曳
舟湯」を憶えてえていますか？地元のシンボルとして墨
田区京島で 80 年の長きにわたり、沢山の方々に愛され続
けておりました。銭湯は残念ながら閉館となりましたが、
このたび、曳舟湯の面影や歴史を引き継ぎ、
『いちまるカ
フェ』として新しくオープンとなりました！

コーヒー以外にお食事も

住所

正解者から抽選で１名様に商品をセットでプレゼント

空まめの木

店内に入ると銭湯で使用していたタイルと引き戸がお
出迎えしてくれます。外を眺めながら座れるカウンター
の足もとにも銭湯の面影を残す品が。歴史を感じます。

ヒント：春といったらこれ

【解答はＦＡＸ又はご持参、ご郵送ください

編

8

音楽をかなでるこ
と。

1000 円

11

師匠について、学問
や技芸の教えを受け
る人。

1 月号当選者
下記、設置ご協力店の
欄の オレンジ色 の
お店でご使用いただけ
ます！

池や小川にすみ、水
の上を長い足ですべ
るように動く昆虫。

駿河屋のニュースレターを
設置させていただいている
お店で使える商品券です。

13

1 月号の答えは
「シチフクジン」
でした。

2016 年
3 月号

家づくりをきっかけに「体と心がよろこぶ暮らし」を考える
調味料の一種。海水
の乾燥・岩塩の採掘
によってつくられ
る。

13

発行部数 1.5 万部突破！

12

ヨコのキー

12

１ 物が燃えるときに発
生するもの。熱と光
を発する。

11

３ 人・車などが通行す
るところ。
雪○○。夜〇〇。

10

５ その月の四番目の
日。一日の四倍。

9

６ 金属を延ばして棒状
にしたもの。金の
○○○○。

8

タテのキー

7

２ 酒が好きでよく飲む
人。のみすけ。

6

３ 植物が出す、あまい
しる。はち○○。

5

9

４ 約束の言葉。将来の
ことを強く決意する
こと。

10

５ でんぷんと作用して
青紫色になる物質。
元素記号 。I

4

７ ごくふつうの人。平
凡な人。

3

肩から手首までの部
分。

2

戸、扉のこと。
「どこでも○○」。

1

お店の雰囲気は天然木の壁とカウンター、そして銭湯
から引き継がれた品々で和モダンといった感じでしょう
か？日差しがいっぱい入り、本当に銭湯に居るような温
かみのあるくつろぎの空間です。メニューもコーヒー
（450 円～）以外にもパスタやガレットタコライスなどの
お食事も。

思いでを引継ぐカウンター

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住所：東京都墨田区京島 1-6-6-101
電話：090-9821-1338
定休日：未定
時間：9:00 ～ 21:00
いちまるカフェオーナー様

曳舟湯が皆に愛されるコミュニティーの場だったよう
に、いちまるカフェもそんな繋がりを引き継いでいくの
でしょうね (^_^)
最後に、店名ですが「いちまる」
→
「1010」
→
「せんとう」
なんですよ！気づきましたか？

～震災に備えて～
3・11 から５年

けして他人事ではありません

◎ 備蓄品の準備 （最低 3 日分できれば１週間分）
水（１日一人１あたり 1 リットルの飲料水のほか調理用）、
食品（米、缶詰、乾物等）衛生用品、救急用品、軍手、
ラジオ、懐中電灯、乾電池、簡易トイレ、カセットコンロ等

◎ 家族で確認しておく
震災があった際に離れた場所にいる家族との
連絡方法や待ち合わせ場所を決めておきましょう。

◆災害用伝言ダイヤル◆
音声メッセージの録音・再生ができます。
録音：171 → 1 → 000-000-0000 伝言を入れる３０秒
再生：171 → 2 → 000-000-0000 伝言を聞く

◎ 家具、家電のチェック
家具が転倒しないように家
具は壁に固定し、扉ストッ
パーの対策も、家電等は
すべり止めシートなども利
用しましょう。
寝室には背の高い家具を置かないようにして倒れ
た時に出口がふさがれない様に置き場所も注意。
高い所に物（特に重たい物）はのっていませんか？
※携帯メールの配信が混雑しているときは
代替えとして Twitter・Skype・Facebook0 などの
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）が
役立ちます。

春の風情

ソメイヨシノと サクラ材

について
住まいのアイデア

桜の季節が近づいていますね。 桜と聞いて真っ先に思い浮かぶ「ソメイヨシノ」ですが、実はクローン
植物だということはご存知でしょうか？
全国に無数にあるソメイヨシノですがこの品種はなんと自然に増えることが
できないのです。ソメイヨシノを増やす方法は接木や挿し木など人の手を介
した方法しかなく、みなさんが見ているものも人の手によって生まれた木な
んですよ。そして、始まりは 1 本の木だったそうです。なので、遺伝子も同じ。
条件が整えば一斉に開花する美しさや桜前線にはこういった理由があったの
ですね。
さて、家や家具にもよく使われる「サクラ」ですが、ソメイヨシノは観賞
用に植えられたものがほとんどなので、木材として使われることはあまりあ
りません。
「サクラ材」と呼ばれるものは「ヤマザクラ」
「カバザクラ」
「ブラッ
クチェリー」など。日本人の場合、
「サクラ」と聞くと、反射的に「ソメイヨ
シノ」を思い浮かべてしまいますが、
「サクラ」と表記されている木材も全部
が同じとは限らないのです。特徴なども変わってきますので、購入の際はお
店の人にどんなサクラ材か確認してみるといいかもしれません。

－ 自然素材 －

リフォーム

価格

6 畳間
込み
すべて
料金
パック

伐採ツアー風景

床リフォーム
★ 厳選素材 ★
〈静岡県〉

・ 天竜葉枯らし
天然乾燥材

【スギ】 ￥１６３， ０００～ ( 税別 )

サクラ ・ ナラ
・ 南会津産 クリ など

〈福島県〉

￥２０３， ０００～ ( 税別 )

フローリング施工不可のマンションの方！
お部屋の一部だけ自然素材にしたい方！
駿河屋では厳選素材として、静岡県天竜産の
新月伐採材の葉枯らし天然乾燥材や、南会津産
の美しい森の広葉樹、そして奈良吉野の美しい
木材をお勧めします。
どれも私たちが産地まで足を運びこの目で確
かめた信頼できる木材を産地から直接仕入れて
使用しております。
無垢材であれば安心というわけではありませ
ん。漂白材や防虫材を使用した、もしくはそう
疑われる木材も、同じ倉庫に保管した材料も使
用致しません。

ります！
あ
も
法
方
う
い
こう

気！

50ｃｍ×50ｃｍ

￥３， ２４０-

住む人にとって住まいの空気環境は非常に重要です。
今回の 『体に合う素材だけでつくった家』 はいろいろな素材に敏
感な方からのご依頼をいただき、 素材はもちろん接着剤までテ
ストをおこない、 クリーニングにいたるまで、 考えられる要因をひと
つひとつ取り除き完成いたしました。
住まう人にぴったりな空気を！
駿河屋のこだわりを是非この機会に体感してください！

〜オープンルーム〜

完全予約制

「新月木材」 のタイルカーペット
/ 1枚

ナチュラルショップ 「空まめの木」 で取扱い中！
６畳で約３８枚必要となります

5 組様限定

マンションリフォーム

3/26

１０

■社長のひとりごと■

今年は雪が安定する春から、 年
ぶりにバックカントリースキーを復
活しようと準備を進めてきました。
山を登りゲレンデではない谷を滑る
スキーは、ゲレンデスキーとはまた
違った技術が必要です。雪崩に埋没
した時に探す発信器や、突いて探す
棒やスコップを携帯しながら滑るス
キーはあるいみ変人ですが。
大自然をダイナミック
に滑降する感動は
登山と違った楽しみが
ありますよ！

こんにちは現場担当の黒田です。
先月はイベントが盛り沢山で準備にも大忙しでした！
駿和会の新年会では屋形船で美味しい食事と
お酒を頂きました。
チョコフォンデュと木のスプーン作りも満員御礼で楽しい時間
を過ごさせて頂きました。 ご参加頂いた皆さまありがとうござい
ました。
また、 次回のイベン
トも宜しくお願い致
します！

写真はイメージです

土 午前１０時 〜 午後４時

宿泊体感型モデルルーム

「空まめの木」

体感会 ＆ 相談会

宿泊型体感型モデルルーム 「空まめの木」 を解放する一日。
科学物質を一切使わずこだわりの自然素材でつくった空間を是非、
五感で体感してください。 当日は駿河屋のプランナーの二人が
皆様の素朴な疑問にお答えします。 図面などあればご持参ください。

3月19日(土)
約
要予４組

アレルギーの引き金となる有害な化学物質を含む合成
洗剤や化学薬品を一切使用せず、 自然派洗剤のみで
仕上げるハウスクリーニングサービス。
アレルギーなどの健康被害でお困りの方やご出産予定
、 小さなお子様がいらっしゃる方、 ペットにも優しい
お掃除を依頼したい方など、 日常の安全、 安心を
求められる方々からご要望の多いハウスクリーニングです。
お申込み ・ お問い合わせ

【東京都国分寺市本多】

※解体費・処分代・施工代等すべて含んだ料金です。 ※リフォームのお値段は目安となります。 ※お住まいの状況により変動する場合がございます。

現場発信！

住まいのメンテナンス
「ハウスクリーニング」 のご紹介！

体に合う素材だけでつくった家

職人技発表会

床に敷くだけで
手軽に自然素材を！！

大人

みなさんの家には「緑」はあるでしょうか？
庭付きの一戸建てに住んでいる人はともかく、マンション暮らしの方はなかなか植物を育てたり触れ
たりする機会も少ないかもしれません。
「子育てが忙しくてとても植物なんて・・」というかたもきっ
といますよね。でも、いうまでもなく、暮らしのなかにおける緑は人を豊かにしてくれます。
植物には室内の空気を浄化する作用や保温加湿作用など、私たちの身体を守ってくれる働きが
あります。植物の放出するフィットンチッド（植物殺菌素）は有害
物質を除去してカビやバクテリアも抑制し、なんと空気清浄機でも
取り除けない有害物質にも効果があるといわれています。ちなみに、
フィトンチッドは天然乾燥の無垢のフローリングでも期待できます！
目で楽しみ香りをかいだり、実がなれば味わったり、花が咲けば
会話が弾みと心が豊かになりますよね。
温かくなるこれからの時期、植物を育てるいいタイミングかもし
れませんよ！

無垢材

【ヒノキ】 ￥１８４， ０００～ ( 税別 )

心も身体もやすらぐ緑のある暮らし

午前 10 時～
午後 4 時

限定 間程度インテリア
建築士 坂元
プランナー 西
１時
組
１
皆様の疑問にわかりやすく丁寧にお答え致します !

ョップ

ラルシ

ナチュ

tel 03-5991-3139

木

の
空まめ

～

徳島県産

無垢の木

～

森の一輪挿し・うるる
木が持つ姿を出来るだけ生かせる
よう仕上げた『森の一輪挿し』（右）
雨粒がポタリ、涙がうるる。液体
のようなデザインの『うるる』（左）
庭に咲いた小さな花や、アイビーを
ちょこんと挿して楽しんでください。
『うるる』

￥2,807

『森の一輪挿し』

￥932

※税込み

住 東京都墨田区向島 1-24-16-１階
営 AM 11:00 ～ PM 5:00
電 0120-124-029 ( 駿河屋 )
休 毎週木曜日
https://www.
facebook.com
/soramamenoki

