発行部数 1.7 万部突破！

空まめの木

ヨコのキー

ぶら～り 下町 放浪記

おめでとうございます！

ト
セットでプレゼン

携帯ストラップ

ネコのぶら下がったスタ
イルがとっても愛らしい
ストラップです。
素材のチェリーが作品の
雰囲気を豊かに演出して
くれます。

7 月号 解答欄

ヒント：そろそろ出番です！

氏名

（ペンネーム）

住所
℡

ドームスペース

応援メッセージをお願いします !

【解答はＦＡＸ又はご持参、ご郵送ください

fax：03-5637-1180】

正解と当選者は 9 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

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 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
たから薬局浅草店 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」

編

集

後

記事 雪村

館内には、 楽器の練習ができる音楽スタジオ、 ダンスやバレエ
ができるリハーサル室、 また、 無料で利用できるパソコンコーナー
など様々な趣味、活動に役立つ施設がそろっています。 施設では、
講座やイベントについての情報、 サークル活動の紹介やサークルを
作りたい人へのサポートなども行っていますよ。 そして、 25 年まで
はプラネタリウムとして使用していたドームを今は一般の方でも借り
ることができます。 使い方は様々で、 講演、 会議、 カラオケ♪
でも OK ！ スポットライトもついてます (^_^)
9 時まで開館しているので、 仕事帰りによって趣味や勉学に励むの
もいいですね。

8

ピラミッドやスフィ
ンクスのある、アフ
リカ北部の国。

商品券

はるせ様

9

外国の人。

ご協力ショップ

5 月号当選者

魚類や水生哺乳類が
遊泳するための運動
器官。

1000 円

10

5 月号の答えは
「シオヒガリ」
でした。

お店 ・ 観光スポットなどを中心に
墨田区の魅力をご紹介！

墨田区東向島にある 「すみだ生涯学習センター」 に行ってきま
した。 生涯学習と言う名の通り、 自分磨きにはとてもお勧めの場
所です。

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

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。
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！

2016 年
7 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

１ 衣服を着ると実際よ
りもやせて見えるこ
と。

10

３ 国費や公費をまかな
うため、国や地方公
共団体が国民から強
制的に取り立てる金
銭。

9

４ 単位の前に付いて千
倍を表す言葉。

５ 切った豆腐を昆布だ
しの湯で熱した料
理。

8

クロスワード

7

タテのキー

6

２ 熱によって皮膚をい
ためること。

5

３ 何もないこと。１よ
りも小さい数。

4

４ 身分の高い女性。上
流の婦人のこと。

7

５ 風呂から出たばかり
の時。「 の
—ビール」

3

６ 食べ物がなく、腹が
減って死んでしまう
こと。

2

来ること。訪問。
「春の○○○○」

1

記

こんにちは。奥山です。
毎年好評の「夏休み 木工教室と流しそうめん」
を今年も開催することが決まりました。今年の
工作はミニキッチン！実はこれ、スタッフの雪
村がお孫さんのために作ったものが想像以上の
出来栄えで、イベントとして採用されたものな
んです (^O^)
過去のブログ“木のままごとキッチ
ン作ってみました”でもご覧いただ
けますのでよかったら是非！
毎月発行 発送をご希望の方はご連絡ください。

〜

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

http://www.surugaya-life.jp

info@surugaya-life.jp

駿河屋公式フェイスブック 更新中！
チェックイン、 いいね！ をお待ちしております！
https://www.facebook.com/s u r u g a y a /
駿河屋 自然 FB

住所 ： 墨田区東向島 2-38-7
ＴＥＬ/ＦＡＸ： 03-5247-2001
定休日 ： 毎月第 4 月曜 （祝日の場合はその直後の平日）
年末年始 （12 月 29 日～ 1 月 3 日）
時間 ： 9:00〜21:00
http://www.yutoriya.jp/

スタジオ

またこちらを拠点とする 「NPO 法人すみだ学習ガーデン」 では
定期的に講座や講演会、 子どもの為の楽しいイベントも行ってお
り、 7 月 18 日の祝日には 「こども一芸ひろば」 を開催します。
地元の大人の皆さんや高校生達が昔ながらの遊びを披露したり、
教えてくれる楽しいイベントですので、 ぜひお立ち寄りください！

～ カップで手づくり！
風鈴をつくろう～
～準備するもの～
・使用済みのプリンやゼリーの容器など
・紐 50 ㎝～ 60 ㎝くらい
・棒（割り箸又は爪楊枝等）
・鈴１個～２個（お好みで）
・短冊用の紙 （本に挟むしおり等で代用して）

①容器の底にキリなどを使い糸を通す “穴” を開けます。
②棒を容器の（穴をあけた方）の直径より少し短めにカットします。

カップには
折り紙を貼ったり、
③カットした棒の真ん中に紐を結びます。
※紐は上下同じ長さがのこるくらいに結びます。
油性マジックで
絵を書いたりして
④棒を結んだ紐を容器の内側から通します。
※容器を逆さにしたら、棒が引っかかって風鈴のようになりましたか？ くださいね。
⑤カップの内側から垂れ下がった紐に短冊と鈴をつけて完成です。

身近な木 楢

実は生活に溶け込んでいる

みなさん楢（ナラ）の木はご存知ですか？ピンと来ない方もおおいかもしれませんね。どんぐりの木とい
えば分かりやすいでしょうか。ブナ科に属し、
「ミズナラ」
「コナラ」
「カシワナラ」などがあり、ヨーロッパ、
アメリカ、アジアなど世界中に生育しています。日本でも全国の広い地域に
分布していますが北海道産のものが特に良材とされている広葉樹です。
実はとても身近な木材のナラ。どんぐりを拾ったことはみなさんあると思
いますが、それ以外にも昔から普段の生活の中でお世話になることが多い木
材なんです。
ナラの特徴は、なんといっても木目の美しさ。また、非常に堅くキズが付
きにくいことでも知られていて、その特徴から日本製家具の定番の木材とな
り古くから日本人の生活に溶け込んできました。お酒の樽、燻製チップなど
にもナラの木が使用され、最近では住宅のフローリングとして使われること
も多くなっています。ナラ材は使っていくうちに黄色みを帯びた明るい色か
ら飴色へと変化をしていきます。その特徴と、美しさ、耐久性からお店のカ
ウンターなどでもよく使用されています。みなさんの行きつけのお店もナラ
のカウンターかもしれませんね。

－ 自然素材 －

設計事例

墨田区京島 1-6-6-101 1010cafe
Data ：
新築

【壁】

【面積】

60.42 ㎡

【建物】

RC 造

【工期】

3 ヶ月

工事費内訳 /

一部鉄骨造

木工事 建具工事
管理費 諸経費

内装工事

静岡天竜産 杉
北海道産 ナラ
【カウンタ】 北海道産 ナラ
【塗装】 天然塗料
（100％植物油）
雑工事

電気工事

「つちからの会」 農園だより
リビング

設備工事

夏休み

木工教室 と
流しそうめん
【日時】 8 月 6 日 （土）
【参加費】 3,000 円

墨田区曳舟で 80 年以上愛されつづけた銭湯 「曳舟湯」 の歴史
を引継ぐカフェの施工をいたしました。 間再開発の新しい街並の中
で、 昔の曳舟の面影を知る事のできる店が必要だと思い、 オーナー
様が営んでいた銭湯の雰囲気を出すために、 床や壁に木材を使い、
解体時に取り置いた銭湯のパーツを内装に取り入れています。 カウン
ターには無垢材を使用し、 長く使い込
いちまるカフェの
んで店と共に味わい深くなるようにしま
施工中の様子も
した。
ブログでご覧

ＡＭ10 ： 00 ～ 13:00

【持ち物】 お椀 お箸 タオル 着替え サンダル
【場所】 駿河屋倉庫 墨田区向島 1-22-14
【定員】 10 セット

駿河屋の自然派コミュニティ 「つちからの会」
では市原市の畑で無農薬での野菜作りを実践
しています。
今回はじゃがいもや夏野菜の発育状況を
確認してきました。 じゃがいもの葉もフサフサ
で試し掘りしたらいい感じに成長しています (^_^)
収穫も間近ですね～
「つちからの
会」
珍しいところでは 「甘とうがらし」
市原農園
京野菜に一種で辛味がないので
生でも食べることができるんですよ。
ハサミと同じくらいまで成長していました！
トマトやナスも順調に育っています。
梅雨が開ける頃には収穫ラッシュになりそうです！

※小学 4 年生未満は保護者同伴でお願いします

【お申込み期限】

※定員になり次第終了させていただきます

■社長のひとりごと■

梅雨明け間近で本格的な夏の準備
はいかがですか。遮熱対策はエアコ
ンの稼働を控え、体調を崩すことを
予防する効果もあります。室内側で
する遮熱対策であるカーテンやブラ
インドよりも、窓の外で対策するス
ダレやヨシズなどの方が遮熱効果が
高いので、昔ながらの方法で暑さと
上手に付き合うことも大切かもしれ
ません。そうは言っても暑い夏。
お年寄りの熱中症が増
えていますので、お近
くの方は是非きにかけ
てあげて下さいね。

宿泊体感型モデルルーム

詳細はこちらから

「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～
7月16日(土) 午前午後
4時

約
要予４組

ョップ

ラルシ

ナチュ

7 月 25 日 （月） まで

※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。

こんにちは現場担当の黒田です。
7 月になりましたが今年の梅雨明けは
いつごろでしょうか？この時期、現場
では外の仕事が予定通りに進まなかったり頭を悩ます
時期でございます！工事の予定を上手く調整しながら
頑張っております！
写真のサイダーと美味しそうなお饅頭はお客様から
の差し入れです
（*^_^*）職人さんと
美味しく頂きました。
T 様ありがとうご
ざいます！

は
今年 チン
ッ
キ
ミニ り！
づく

＊木工終了後、 みんなで流しそうめんをおこないます。
＊準備、 調理などのご協力をお願いすることもございます。 よろしくお願い致します。

いただけます。

現場発信！

まさかの事故から子どもを守る

梅雨も明けると窓を開ける機会も増えてきますね。その際に気を付けなければいけないのが子
どもやペットの転落事故です。実は小さな子どもの転落事故は後を絶たず、家庭内事故の中でも
とても多いのです。まさかの事故から子どもを守るため、しっかりと対策をおこないましょう。
転落防止策としてまずはベランダの手すりですが、細かい法規制があるかと思いきや、意外に
も法規で決められているのは高さ（1.1ｍ以上）だけ。安全を考えるならもう少し細かい点にも
注意したほうがよさそうです。格子はすり抜け防止のため 10 センチ以下が無難。ガーデニング
の柵などは子どもにとって恰好のステップになってしまいますので
設置は控えたほうがよさそうです。
そして、足がかりになるものを置かない。家庭ごみやおもちゃな
ども子どもにとっては足場になってしまいます。また、重いから動
かせないハズ、窓の鍵は開けられないハズ、といった思い込みは危
険ですので対策はきっちりおこないましょう。
ちなみに、転落事故は「子どもが一人になった時」がおこりやす
いそうです。後悔しないためにも「ちょっとゴミ出し」や「寝てい
る間にお買い物」などちょっとした油断に気を付けましょう。

【いちまるカフェ】

Material ：

【築年数】

住まいのアイデア

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

添加物不使用

アレッポの石鹸

アレッポの石鹸は地中海地方原産のオリーブオイルとローレル
オイルで作られ、香料などの添加物は一切使われていません。
昔ながらの釜炊きですので、石鹸
をつくったときにできるグリセリンが おす
す
商品 め
たっぷり含まれています。
当社の一桝も愛用しています (^_^)
200g

1,007 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

