ヨコのキー

13

空まめの木
ぶら～り 下町 放浪記

ご協力ショップ

商品券

めぐり合わせ。ラッ
キー「〇〇がいい」

1000 円

様
おめでとうございます！

り硝子の魅力を伝える

12

13

6 月号当選者

みんなで育てた

コシヒカリ ３合
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

後

す。 そして必見なのは職人さんの手書きのノート！表紙には 1947
なんだか伝統の重みとあたたかさを感じますよ！
さらに、 ガラスに絵や文字を掘る
リューター体験も可能。 取材の日も

（ペンネーム）

オーナーの村松さん

職人さんの手書きのノート

女性お二人で体験中でした！

自

分で掘ったガラスをサプライズのプ
レゼントにする方も多いそうです。

応援メッセージ・気に入った記事・読まない記事など教えてください！

【解答はＦＡＸ又はご持参、ご郵送ください

毎月発行 発送をご希望の方はご連絡ください。

さんのアンテナショッ

り、 昭和の終わりごろまでに作られたガラス器などの購入もできま

℡

こんにちは。奥山です。
店舗前に植えたゴーヤがぐんぐんと育っていま
す！田んぼ学校で稲作しているお米の苗もしっ
かりと太くなり、市原の畑では夏野菜が色付き
始めたりと植物の成長の早さにびっくりです。
やっぱり夏のエネルギーはすごいんですね！
しっかりと日光を浴びてどんどん成
長してもらいたいものです。
収穫も楽しみですね。

松徳硝子

プ。 松徳硝子さんで収集していた約 850 冊もの本が閲覧できた

住所

記

さんへお

年入社と書かれ、 イラストを交えて職人技を伝えるそのノートには

fax：03-5637-1180】

正解と当選者は 10 月号で発表します！

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 cafe８８３ 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 小さな硝子の本の博物館 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 八広地域プラザ「吾嬬の里」

編

ちいさな硝子の本の博物館

こちらのお店は錦糸町にある

ヒント：平和を願って

氏名

すみだ 3

じゃまして来ました。

ト 8 月号 解答欄
セットでプレゼン
つちからの会の
「田んぼ学校 2016」で
皆で育てたコシヒカリで
す。収穫しましたら新米
をお届けします！

記事 奥山

Ｍ運動がすっかり定着してきました。 今回はそんな 3Ｍ運動で手作

新聞・雑誌などで、
他の報道機関を出し
抜いて重大なニュー
スをつかみ、報道す
ること。また、その
記事。

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！

お店 ・ 観光スポットなどを中心に
墨田区の魅力をご紹介！

墨田では伝統工芸やものづくりの素晴らしさを伝える

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

5 月号の答えは
「レインコート」
でした。

2016 年
8 月号

発行部数 1.7 万部突破！

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 英語で片手で打つ小
型の鉄砲のこと。

12

５ スターバックスコー
ヒー、略して○○○

11

７ 想像上の動物。頭の
上に皿がある

10

９ 児童・生徒が心理的
な理由などから登校
できないでいる状態

9

クロスワード

&

タテのキー

8

２「従業員」などを意味
する英単語。映画の
終わりには「〇〇
○○ロール」

6

３ 外出して家にいない
こと

10

４ 父母の姉や妹

7

11

６ 互いに勝利を争うこ
と。「都市〇〇〇〇
野球」

5

4

８「パトロールカー」の略

3

陸地をほって船が通
れるようにした水路

2

木で暮らす小型の動
物。有名なキャラク
ターに、チップ
デール

1

〜

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 ： 墨田区吾妻橋 1-19-8 1F
ＴＥＬ： 03-6240-4065 ＦＡＸ： 03-6240-4076
定休日 ： 月曜日、 火曜日
時間 ： 10:00 - 19:00
URL ： http://www.stglass.co.jp/museum/

～ 夏に涼しい
～ 用意するもの
・粉ゼラチン …３ｇ
・水 …３００ｍｌ
★ 好きなフルーツ ★

ちょっといいエピソードもあるそうです
のでリューター体験をしながらオー
ナーの村松さんとお話しするとさらに
楽しめますよ (^O^) ／

キラキラゼリー

を

リューター体験は 650 円 （１個につき） プラス
ガラス代 900 円～ 3000 円 （＋税）

つくろう！ ～

４人前 ～

・水 …大さじ３
・粉寒天 …２ｇ
・グラニュー糖 …６０ｇ
いろいろな
スイカ ・ キウイ ・ グレープフルーツ など
フルー

ツで
てね！

ためしてみ

下準備：ゼラチンを水大さじ 3 でふやかしておく

① 小鍋に水 300ml を入れて粉寒天を振り入れ、木ベラで混ぜてしっかり溶かし、
中火にかけて煮たった状態で 1 ～ 2 分加熱する。※水にフルーツシロップをいれてみても OK
② グラニュー糖を加えて溶けたら火を止め、鍋底を水につけ、
ふやかしたゼラチンを加え、余熱で溶かす。
③ 粗熱が取れたらバットに流し入れ、冷蔵庫で 1 時間以上冷やす。固まったら
※フルーツは、型貫をつかって星やハートにしてみてね。
フォークで細かくクラッシュし、器にフルーツと盛り合わせます。

エコで安心、耐震性も兼ね備える 土 壁

の魅力

新しい建材が普及するにつれて最近ではあまり「土壁」を見かけなくなりました。昔の家は「夏を快適に」
そして現在の家は「冬を快適に」というコンセプトで造られています。職人の不足、そして手間がかかるこ
とで最近ではあまり使われることが少ない土壁ですが、夏を快適に過ごすた
めにはやっぱりとても優れている建材なんですよ。
土壁が夏を快適にしてくれる理由は「調湿性能」をもっているから。調湿
性能とは土壁が湿気を吸い取ってくれるはたらきのこと。夏には「不快指数」
がでますが、それは気温だけではなく湿度もおおいに関係しています。ムシ
ムシする時期は湿度が高いと不快指数はあがり、低くなると過ごしやすいの
です。また、
土壁のもう一つの特徴である
「蓄熱性能」
は一度温まると熱を貯め、
ゆっくりと放出するのでじつは冬場にもおおいに活躍できるのです。
自然素材ですので、体にも安心。エアコンなどに頼らず快適な空間をつくっ
てエコロジー。そして、役目が終われば土に還る。土壁はとっても優秀な建
材なんです。これからもっと見直されることになるかもしれませんね。

－ 自然素材 －
東京都

設計事例

Ｈ様邸

Material ：

【築年数】 28 年
【面積】 4LDK
【工事費】 約 500 万円
【建物】 木造２F 戸建住宅
【工期】 90 日

【床】

解体 木工事 建具工事
管理費 諸経費

国産畳の本場でい草の刈り取り研修

奈良吉野産 ヒノキ
リビング
（床暖房対応 無垢材）
【壁 ・ 天井】 厳選珪藻土
珪藻土、無垢のヒノキで調湿性能を高めたリビング
（稚内産 純度 80％）
【和室】 熊本県八代産 畳
塗装工事

屋根

雑工事

電気工事

設備工事

築 28 年 中古でご購入頂いた物件を お住まいになる前にリフォー
ムさせていただきました。 施主のＨ様はおじい様が昔 吉野で林業
をされていたそうです。 ですので今回は Ｈ様のルーツともいえる
奈良吉野の桧を贅沢に使うことといたしました。
壁には北海道稚内産 珪藻土 畳には熊本八代産 い草。
駿河屋の厳選素材を使用しご夫婦の
施工中の様子も
ご希望だった森林の中にいるような深
ブログでご覧
呼吸したくなる家へとリフォームいたしま
いただけます。
した。

隠れ家的ロフト 床は姫小松

1 0 月上旬開催予定！
無農薬 で育てた サツマイモ の 芋掘り！

駿河屋収穫祭 !!

２泊３日、 農家さんと行動を共にし
作業の大変さや苦労、 そしてい草に
対する強い思いを感じる貴重な経験で
創り手の想いを繋げることを真剣に
考えるいい機会となりました。
詳しい内容はブログでお伝えしたい
と思います。
ョップ

ラルシ

ナチュ

熊本県八代産の国産畳を使用 柔らかな光が差し込むキッチン

宿泊体感型モデルルーム

■社長のひとりごと■

夏休み真っ盛り！チビッコたちは
外で遊んでいますか？
僕の子供時代は地元のすみだ公園
でザリガニやクチボソ釣りをやった
り、プールや海で泳いだり、宿題は
帳尻合わせみたいなもんでした。
地元すみだのタウン誌 ア｢ベニュー ｣
さんに、今｢の子供達の感性と免疫力
を同時に高める方法 と｣いう見出し
でコラムを書きましたが、夏休みは
子供たちの 身｢体づくり ｣
に最高の季節です。
外で思いっきり遊ばせ
てあげてください。

こんにちは現場担当の山本です。
先日無事完成となりました地元墨田区の
『cafe883』 繋がり始まり式という
完成式を行わせて頂きました。
オーナー様が美味しいお料理を
ご用意してくださり、職人さん、
駿河屋スタッフお酒を交えて、地元話で盛り上がり、
楽しい完成パー
ティーとなりまし
た。皆さんの繋が
りを感じられる一
時となりました。

駿河屋では 「創り手の想いを住まい手につなげる」 ために、
毎年産地での研修をおこなっています。
今回は私、 奥山が国産畳の９割が
生産される熊本県八代市でこの身を
もって い草 の生産現場、 そしてい草
刈りを体験してきました！

今年もやります！ サツマイモの芋ほり体験！
他にも田植えご参加者へのお米のお渡し、 その他
楽しい企画も計画中！日時など詳細が決まり次第
お知らせしますのでお楽しみに (^O^) ／

※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！

音を愉しみ涼を愉しむ

日本の夏といえば風鈴・・というのはもう昔の話なのかもしれません。現代の室内はエアコンに
よって快適な環境が手に入ります。エアコンも年々進歩し、最近では日差しを感知したり、人の体
温を感知したりと、ただ室内の空気の温度を調整するだけでなく人の体温にも着目するようになっ
てきました。
人が快適に感じる要素として温度・湿度 ・放射温度・気流・着衣量・作業量などがあげられます
が、もう一つ涼しさを感じさせる要素としてじつは「音」があるんです。
風鈴という言葉を聞いただけでも、涼しい感じがしませんか？これは、
風鈴の音が鳴る＝風が吹いているというイメージが定着しているいわば
「思い込み」なのですが、人によっては風鈴の音で体感温度だけではな
く体温まで下がるそうです。条件反射に近いものなので、たとえば風鈴
を知らない外国人などはこうした反応はありません。とすると、エアコ
ンの室内で生活するこどもにも効果がうすいのかもしれませんね。日本
の昔からの文化が少なくなるのは寂しい気がします。
現代のこどもに風鈴のよさを伝えるためにも、今年の夏は窓を開けて家
族で風鈴の音を愉しんでみてはいかがでしょうか？

戸建てリノベーション

Data ：

工事費内訳 /

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～
8 月20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

天然除虫菊使用

ナチュラルかとり線香

明治時代から昭和 30 年代まで蚊取り線香の主原料として
用いられた天然除虫菊を有効成分
とした天然素材 100％のけむりの
優しい蚊取り線香です。
お
美しく花開く白菊が感じ 商す品すめ
られる懐かしい香りです。
30 巻入

1,008 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

