クロスワード

自分や自分たちに関
することを自身の責
任で処理すること。
「地方○○体」

13

発行部数 1.7 万部突破！

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

ぶら～り 下町 放浪記

ト
セットでプレゼン

勝ちゃん様

おめでとうございます！

決まっていること
「○○○ごと」

商品券

8 月号当選者

9

11

都道府県の行政を統
括・代表する長

ご協力ショップ

日本で用いる土地や
建物の面積の単位。

1000 円

13

8 月号の答えは
「オリンピック」
でした。

10 月号 解答欄
ヒント：色付き鮮やか

ピュアであることにこ
だわりぬいて作った
ミツロウのキャンドル。
自然で優しい香りと
やわらかい光で
身も心も癒やされます。

ミツロウ
キャンドル

正解者から抽選で１名様に商品をセットでプレゼント

氏名

集

後

（ペンネーム）

住所
℡

＊10/1、 2 【Sasaya Art Market （すみだパークギャラリーささや）】

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

記

こんにちは。奥山です。
夏休みに入ると同時に子どもが学校で育ててい
たミニトマトを持って帰ってきたのですが、と
うとう萎れてしまいました。それでも夏の間、
ずいぶんと楽しませてくれたと思います。
私も、水やりなんかの世話をしているうちに愛
着も持っていたのでなんだか寂しく
感じます。冬もなにかベランダ菜園
したいなぁと思考中です。

毎月発行 発送をご希望の方はご連絡ください。

記事 奥山

堂地さんはご家族がされている製本屋で余った紙を 「もったい
ない」 との思いからこのお店を始められたそうで、 いろいろな場
面でこのノートづくりを楽しんでもらいたいそうです。 そんな堂地
堂さんの 10 月のスケジュールは

fax：03-5637-1180】

正解と当選者は 12 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 ikka 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 本所地域プラザ BIG SHI Ppokapoka 増田小児科医院 八広地域プラザ「吾嬬の里」

編

お店 ・ 観光スポットなどを中心に
地域の魅力をご紹介！

鳩の街通り商店街にある手づくり紙製品のお店 「堂地堂」 さ
んでオリジナルのノートづくり体験をさせていただきました。
堂地堂さんはスカイツリーや各地のイベントなどにも出張ワーク
ショップを開催されているのでご存知の方も多いのではないで
しょうか？
さて、 今回は店主の堂地さんにご指導いただき 「紙のバイキ
ング 500 円～」 に挑戦です！まずは 30 枚ほどの紙を自由に選
ぶ作業から。 紙の種類が多く 1 枚づつ自由に組み合わせられる
ので選ぶだけでも楽しいです！ 選んだ紙にこんどは表紙をつけ
て自分でリング製本してして完成させます。
丁寧に教えてもらえるので小さなお子さんでも楽しめそうですね。

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
10 月号

12

ヨコのキー

12

１ 大きな型。同じもの
の中でも大きいこと

11

５ 永住を望んで他の国
に移り住むこと。現
在は「移住」を用い
ることが多い

10

６ 足が地についている
所。また、その周り
「○○○○に注意」

9

8

７ 雨の多い時期、季節
のこと

7

タテのキー

6

２ 新年を祝って、子ど
もに送るお金や物

5

３ 相対する双方の間に
優劣の差のないこ
と。同等

10

４ 神の使者として人間
界につかわされ、神
と人の仲介をつとめ
るもの。エンジェル

4

８ 行動の拠点となる場
所。「秘密○○」

3

９ 値打ちのある金属
で、非常に重く、黄
色いつやを持つもの

2

＝
3.1415926…
円周○○

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

家具のリペア・リフォーム受け付けます。
小さなリフォームから承ります。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 ： 墨田区向島 5-50-3 鈴木荘 2F
（鳩の街通り商店街） ＊10/14、 15、 16 【A-ROUND 革とモノづくりの祭典】
＊10/22 【すみだ川ものコト市】
ＴＥＬ： 080-3933-1970
定休日 ： 不定期営業 （営業日は twitter にて）いろいろなイベントに出展されているので、 みなさんも是非ノート
Ｔwitter: https://twitter.com/ochapuku
FB: https://www.facebook.com/kami.douchidou/?fref=ts

整理収納アドバイザーによる

づくりに挑戦してみてくださいね！

講座

こんにちは、雪村です。今月号から私のコーナーをいただきました。
先日、整理収納アドバイザー１級に合格したばかりの初心者マーク 整理収納アドバイザー
雪村
のアドバイザーですが、ちょっと役立つお片付け情報や役立つ情報な
どを少しずつでも発信していけたらいいなとおもっています。よろしくお願いいたします。
整理収納というと、どんなイメージがあるでしょうか？
以前の私のイメージは、持っているモノを 「きれいに」 「しまい込む」 というイメージでした。
しかし、実際に勉強してみるとその考えは一番ダメな考え方！
実際の定義は、整理＝不要なモノを取り除き区別する。
収納＝モノを使いやすい状態にする。きちんとしまっていたつもりが、
「あれ、何処にしまったかしら？」 なんていうときはちゃんと整理収納がされていない
状態です。まずは、小さな箇所から整理収納してみませんか？リビングなどの引き出し
からはどうでしょう。まずは、引き出しの中身を全部出してみてください。
すると、ずっと探していたものや、忘れ去られたモノなど、色んなモノがはいっていません
でしたか？イラストの手順で行ってみてくださいね。

－ 自然素材 －
東京都

S 様邸

Data ：
【面積】

設計事例

住まいのアイデア

木造 2 階戸建てリノベーション

みなさんの家では、 リビング、 ダイニング、 キッチンはどのようになっているでしょ
うか？マンションやアパート暮らしの方ならダイニングセットがあって、 隣にはテレビを見
るためにソファとテーブルというのが一般的な風景かもしれませんね。 しかし、 そのリ
ビング、 ちゃんと家族の団欒の場になり続けるのでしょうか？
子どもが小さなうちは家族がリビングで過ごす時間は長いもの
ですが、 案外ソファやテーブルが邪魔になったりしていませんか？
そして将来、 こどもが成長すると自分の部屋にこもり、 旦那様は残業、 飲み会 ・ ・ リビン
グでは主婦がポツンと大画面のテレビを見る部屋に。 なんだか寂しい光景です。
そのような事にならないためにも今のうちから少し工夫をしてみましょう。
昔も今も人が集まる、 話が弾むといえは食事の場。 現代のリビングルームは茶の間でも
なく、 お客を迎える部屋でもない曖昧な空間が多いようです。 なので、 思い切ってソファ
やリビングテーブルを追い払い、 広い 「リビングキッチン」 にしてはいかがでしょうか？リビ
ングとダイニングをひと続きにして食事もできる多目的テーブル。 自然と家族も集まり、 お
客も招けます。 中途半端なリビングスペースをなくした分、 家も広く使えますね。 現在のリ
ビングがうまく機能していないと少しでも感じるようなら思い切って 「リビングキッチン」 に変え
てみるのも良いかもしれませんよ。

Material ：
53 ㎡

【建物】 木造 2 階建て

【床】

静岡天竜産 杉
（葉枯らし ・ 天然乾燥）
【壁】 北海道稚内産 珪藻土
（メソポア珪藻土含有 80％）
【天井】 布クロス

【工期】

3 ヶ月

工事費内訳 /

解体 木工事 外壁工事 建具工事
屋根工事 内装 畳 断熱工事

塗装工事

電気工事

リビング
念願の畳の掘りごたつ風リビング。テーブルには無垢の一枚板を使用

内装設備工事

ユーズドハウス ( 中古戸建住宅） を購入し、 耐震、 断熱、 自然
素材でリノベーションをしました。
毎日、 坂を登る帰り道、 あたらしいわが家から漏れる温かい明か
りを見るのが幸せだとおっしゃるご主人。 やりたいことが全て叶ったと
いう奥様。 自分の部屋が一番心地良いというお子さんたちみんなに
よろこんで頂けました。
リビングを２階にしたことで、 眺め
もよく、 風が流れ、 バルコニーとも一 ホームページ
でも施工事例
体になり、 季節を感じられる、 家族
公開中！！
の集まる空間となりました。

天井を上げ梁をアクセントにしました

壁には本棚とパソコンスペース

ケヤキの一枚板のカウンター

※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。

先日、俎板（まないた）を「駿河屋さんのこだわりで商品
化して欲しい」とお客様から頼まれて、それならと土佐の
「四万十桧」
（しまんとひのき）の俎板をつくるプロジェクト
がスタートしました。俎板は桐や銀杏なども良質ですが、や
はり殺菌効果の高い桧（ひのき）が一番お勧めです、しかも
四万十桧は赤身が淡く美しく、機械で乾燥させてない天然乾燥の木なら油分もたっぷりです。
高知の皆様は僕たちの素材に対する「こだわり」を良く知って頂いているので、
「四万十桧」の中で
も厳選された天然乾燥材の製材所を紹介してくれました。去年、高知の山を訪れた時は、丁度「サバ」
の時期で、
「サバしゃぶ」と「鰹」を頂きましたが、東京のものとは全く別物で「こんなに美味しい
ものを食べている人たちにはかなわないなぁ」と衝撃を受けました。そういえば無垢の桧の俎板は、
子供の頃に、反ったり、汚れたりしてくると、カンナをかけさせられたのを思い出しますね～。
そうそう、鰹節を削るのもカンナを使った朝の大事な僕の仕事でした。去年のすみだの「食育イベ
ント」では、鰹節けずりも大盛況でしたが、家庭でもちょっとした手間ひまかけて子供たちと日々
の生活を楽しむのも、日曜日くらいは出来るかもしれませんね。

団欒を楽しむリビングキッチン

伐倒製材見学会
木を伐り、製材して板にするまでの一連の過程を
見て いただく見学会です。
大自然の中で改めて、生き物としての木と出会い、
その命を体感してみませんか？
この季節の南会津は最高の紅葉もお楽しみいただけますよ！

■日時■
２０１５年１０月２２日 （土） １５ ： ００～２３日 （日） １４ ： ００頃

■場所■

イベント報告
9 月 11 日、 駿河屋の自然
派コミュニティー 「つちからの会」
でおこなっている田んぼ学校の
稲刈りをおこないました。
ゴールデンウィークにみんなで
植えた苗。 長梅雨や台風にヒ
ヤヒヤしましたが、 力強く無事
に収穫まで育ってくれました！
参加者のみなさんも一緒に

福島県南会津群南会津町熨斗戸 544-1 （きこりの店）
【宿泊】 湯ノ花温泉民宿 【伐倒現場】 南会津町舘岩地区

■参加費■
（宿泊、 保険料込） 大人１人 / ￥１８， ５００

子供１人 / ￥９， ２５０

お申込み詳細は駿河屋のホームページで

現場発信！
こんにちは現場担当の山本です。
現在施工中の現場、木工事が着々と進んで
おります。写真のバンダナがトレードマークの
大工の小泉さん！実は私と同郷で「今年は田舎帰った
んですか？」とか「あそこに新しいお店ができていた
よ！」など良くたわいもない話しています。
なまり言葉が懐かしく、ついつい何でもお願いして
しまいます。
そしてとても気
持ちの良い仕事
をしてくれる大
工さんです。

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。

10 時～
10月15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 !

田植えをおこなったせいか
チームワークもバッチリで稲刈
りも順調そのもの。 怪我もな
く楽しい一日になったと思いま
す (*^^*)
お米はこの後、 乾燥作業
に入りもうすぐ美味しいお米を
お届けできそうです (^O^) ／

ョップ

ラルシ

ナチュ

木
の
め
空ま

桧製

ごはん型抜

702 円（税込み）

荒 土土鍋のご飯釜

荒土を使用した素朴な風合いが
魅力の３号炊きごはん釜。
フチが立ち上がったデザインな
ので炊きこぼれがしにくく、食材
の旨味を逃しません。

ヒノキの木で作ったごはんの型抜き。
木製なのでお口に入れるものの
型抜きとしても安心です。
型は 車、うさぎ、花など。

各種

オーブン・レンジ OK ！

おす
す
商品 め

6,804 円（税込み）

おす
す
商品 め

SIZE W230/D210/H138

～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

電 0120-124-029 ( 駿河屋 )

営 AM 11:00 ～ PM 5:00

休 毎週木曜日

『空まめの木』
フェイスブック
いいね！ 更新中！

https://www.facebook.com
/soramamenoki

