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発行部数 1.5 万部突破！

2016 年
6 月号

空まめの木
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

ヨコのキー

１ 国が建設し、維持・
管理する幹線道路。

11

５ 山の表面に岩石が多
くある、けわしい場
所。

10

６ 手元に持ち合わせて
いるお金。

9

8

７ 区切られた範囲の地
域。

7

タテのキー

6

２ 研磨剤・洗剤などを
まぜて作った、みが
き粉。

5

３ 合図のために片目で
まばたきをするこ
と。

10

４ 鶏肉で、手羽の先の
方の部分。

4

８ 父や母の兄弟や姉妹
の子ども。

3

９ 屋根の下端の、建物
の外壁より外に張り
出している部分。

2

乗り物に乗らないで
歩くこと。

1

ぶら～り 下町 放浪記

お店 ・ 観光スポットなどを中心に
墨田区の魅力をご紹介！

記事 奥山

http://www.crossword-free.com/

4 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！

1000 円
ご協力ショップ

商品券

きっころ

ト
セットでプレゼン
ヒノキ製のリラックス
グッズ。ヒノキをさわると
血圧が下がる効果がありま
す。
仕事の疲れやストレスに。
握って手のひらを刺激し、
気分転換にどうぞ。

くうちゃん 様

おめでとうございます！

6 月号 解答欄

氏名

（ペンネーム）

後

イタリア ブラーノ島のカラフルな町並みをモチーフにした外
観はオレンジを基調に白い窓枠、 そして、 レンガをプラスして
レトロ感も加わり、 訪れる人
もふらりと立ち寄りたくなりそう
です。
(予定) パパさんママさんの親しみや
すい人柄と落ち着ける店内。
住所 ： 墨田区押上 2-5-4 1F 何度も通いたくなる、 多くの
電話 ： 準備中
方々が集う場所になりそうで
定休日 ： 月曜 ・ 第２日曜日
す。 是非一度ご利用してみて
イタリア ブラーノ島
時間 ： 8:00 ～ 18:00
ください！

2016年6月23日オープン

住所
℡
応援メッセージをお願いします !

記

こんにちは。奥山です。
今年もゴールデンウィークに駿河屋の田んぼ学
校を開催しました。みんなで植えたお米には
やっぱり愛着が沸くからでしょうか、食べる時
にいろいろと思い出し美味しく感じます！
去年は台風などもありましたが、無事に収穫で
きました。今年も順調に育ってくれるといいな。
秋の収穫がいまから楽しみです！

fax：03-5637-1180】

正解と当選者は 7 月号で発表します！

正解者から抽選で１名様に商品をセットでプレゼント

集

店名の 883 は店主の愛車でもあるバイク ハーレーの 883 か
らと、 ２人のお子さんを持つ “パパさん” からもじったもの。
店内ではそんなパパさんこだわりの 「焙煎機のベンツ」 とも
評されるドイツ製焙煎機を使用したコーヒーを一杯ずつ丁寧に
ハンドドリップでいただけます。 そしてパパさんとママさんが
愛情込めてつくる モーニング (500 円～ )、 883 プレートランチ
(850 円～ ) などなど、 ごはんのメニューも充実。

ヒント：この季節の必需品

【解答はＦＡＸ又はご持参、ご郵送ください

編

スカイツリーの目の前、 なのに下町情緒も感じる。 そんな
押上に 隠れ家的カフェ cafe883( ぱぱさん ) がオープンす
るのでご紹介します。

９

ものが書けるように
紙をとじた物。書き
留めること。覚え書
き。

告げ知らせること。
上司に○○○○す
る。

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。

11

4 月号の答えは
「シンセイカツ」
でした。

〜

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

～ 重曹で簡単手づくりの安心除湿剤～
〜

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

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 深緑堂 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
パンダジュース 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」

～準備するもの～
・重曹パウダー
（食用、掃除用どちらでも OK）
①または②を用意します
①容器（使わなくなった小鉢や瓶など）
底が深いものより空気に触れる面が多いほうが効果があります。
容器に入れて湿気をとりたい場所へ箇所へ置きます。
②お茶パックと生地の薄い布
（薄めの生地で作った小さ目の巾着袋等）
パックに重曹をいれ、生地で包んで湿気をとりたい箇所へ置きます。

水分は空気より重く下の方からたまって
いくので作った除湿剤は床など下の方に
置くのがコツです。
消臭効果もあるので、アロマオイルが
ある方は数滴たらして芳香・消臭剤
として使えます。
★湿気を含み使用済の重曹は、そのまま
ごみ箱にポイッすれば消臭に。
アロマオイルをたらしたものなら浴槽にいれ
入浴剤としても使えますね。

日本の気候や風土にマッチ！ 重宝される

桐

衣替えの季節到来ですね。夏に向けての準備もありますが、衣替えはタンスやクローゼットの整理整頓の
ためにもいいそうです。さて、衣類の収納といえば昔からいわれているのが桐たんす。収納家具として優れ
ていることは周知のものですが、なにが優れているのかご存知ですか？
桐の特徴の一つとして、調湿機能が優れていること。桐たんすは梅雨時に
引き出しが固くなることがありますが、これは桐材が湿気を吸収しているか
らです。逆に、乾燥時には木が収縮して通気性を良くして内部を一定の快適
な状態に保つ働きをします。
二つ目に、桐は高い防火性で有名なんです。火災の際、消化後にタンスの
中身が燃えずに残っていたという話も残っています。
最後に、優れた防虫効果。桐にはセサミン、パウロニンといった昆虫類が
嫌う成分が大量に含まれているので、衣類を収納する際に気になる「虫食い」
の心配もないのです。このような理由から「収納には桐たんす」といわれて
いるんです。
桐は湿度の高い日本にピッタリのその特徴で昔から親しまれてきました。
家紋に使われたり、500 円硬貨の表の花も実は桐なんですよ。

－ 自然素材 － リフォーム 事例
東京都江戸川区

Y 様邸

マンションリフォーム

Data ：

Material ：

【築年数】 28 年
【面積】 99 ㎡
【工事費】 640 万円
【建物】 鉄筋コンクリート造
【工期】 45 日

【床】 天竜産 杉
（新月伐採 ・ 葉枯らし天然乾燥）
【壁】 稚内産 珪藻土
（純度 80%）
【畳】 熊本県八代産

工事費内訳 / 解体 64 万 木工事 150 万 建具工事 51 万 内装工事 210 万
電気工事 63 万 設備工事 27 万 管理費、 諸経費 69 万

今年も梅雨の季節がきてしまいました。この季節は湿度が上がるので、カビの臭いが気になり
ますね。そしてカビは衣類や体だけではなく、住宅寿命にも悪影響をもたらしてしまいます。
カビが発生する条件は ・温度が 20 度以上 ・湿度が 80％ ・酸素があること。
温度、湿度が上がる梅雨はカビがもっとも発生しやすい季節といえますね。ただ、この 3 つの条
件が揃わないように対策すればカビを抑えられるということなんです。
酸素を取り除くことはちょっと難しいので、温度と湿度対策をおこ
ないましょう。最も基本的な方法は「換気」です。停滞している空
気に流れを作れば温度、湿度を下げる効果があります。最近の住宅
は気密性が高いので意識して換気をおこなわないとなかなか空気が
流れません。窓を開ける、換気扇を回す、を基本にしてジメジメし
た梅雨の季節を乗り切りましょう。
それでもカビの被害にお困りの場合は、除湿機を使うといいかも
しれません。また、お部屋の壁に珪藻土、床に無垢の木をなどを使
うと調湿効果が期待できて湿気対策になります。

【主催】 手間かけてすみだ食育てんこもり 2016 運営委員会
すみだ食育 good ネット ・ 墨田区

ゴールデンウィークは駿河屋毎年恒例の田んぼ学校を開催
しました！年々、 参加も増えて今年は 60 名の方々と一緒に
青空の空の下、 楽しく田植えをおこなってきました。
泥にまみれてはしゃぐ子どもたちを見るとこちらも嬉しくなり
ますね (*^^*)
田植えから収穫まで、 この経験を通してものをつくる喜び、
命の大切さなどを感じてもらえればな～と思います。

リビング
和室

食育月間である 6 月は昨年にひき続き、 食育イベント
「手間かけてすみだ食育てんこもり 2016」 に参加いたします。
いろいろな団体が食育に関する活動をおこなうこのイベントで
駿河屋も無垢の木を使った 「箸づくり」 を墨田区立横川
小学校でおこないます！ 参加する小学生には、 自分の手で
つくったお箸に愛着をもってもらい、
「食」 についてちょっとでも考え
てもらえると嬉しいですね！
今年も個性的なお箸がいっぱい
誕生しそうで楽しみです (^_^)
ョップ

ラルシ

珪藻土のパターン壁

ナチュ

無垢の杉フローリング

宿泊体感型モデルルーム

■社長のひとりごと■

もうすぐ梅雨に入りますが、梅雨
の時期は体調不良になる女性が多い
と聞きます。そのカギは実はヒスタ
ミンと自律神経。不調解消対策には、
ヒスタミンを多く含む食材であるト
マトやほうれん草、ナス、タケノコ
を避け、ヒスタミンの過敏性を高め
るインスタント、ファストフードな
ども避けると良いと言われます。
軽めの運動や有酸素運動もオススメ
です。
梅雨は農業にとって
恵みの雨。体調を整え
て夏に備えましょう！

こんにちは現場担当の山本です。
現在施工中のお客様、このニュース
レターをご覧になってお問い合わせ、
ご依頼頂きました。
３部屋を無垢のフローリングにするのですが、杉、
桧、楢、と３部屋とも別の樹種をお選び頂きました。
各部屋で違う空気
感が味わえる、少
し遊び心のある楽
しいお住まいにな
りそうです。

～手間かけて すみだ食育てんこもり 2016 ～

リビング

※消費税・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！

空気の流れをつくり 梅雨のカビ対策

イベント報告

雑工事 6 万

リビングには静岡天竜産 新月伐採 ・ 葉がらし天然乾燥の杉。
壁には北海道稚内産の純度 80% の珪藻土で施工しました。 和室に
は当社が産地まで出向いて作業に関わっている熊本県八代産の畳を
使用しました。
Y 様には静岡県へは杉の木材の伐採へ、 熊本県へは畳製造の
見学へと足を運んでいただき本物の素材を現地で感じていただき
ました。 当社のお勧めの素材を適材
適所に採用することで非常にバランスの
良いリフォームが実現いたしました。

住まいのアイデア

「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。

10 時～
6月18日(土) 午前午後
4時

約
要予４組

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 !

木

の
空まめ

化学物質不使用

虫よけスプレー

樹来の抽出成分フィトンチッドの作用を活用
した体にやさしいお部屋用虫よけスプレーです。
強い刺激成分を使わず自然の爽やかな
森林の香りをただよわせて、イヤな虫を おすす
商品 め
寄せ付けにくくします。
吹付け用カード 2 枚付き。

150ml 1,296 円
～オーガニック、 ナチュラル雑貨など取り揃えてご来店おまちしています！～

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

