発行部数 1.7 万部突破！

空まめの木

一般に昆虫類の総称
として用いられる
「スズ○○」「カブト
○○」

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

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

ト
セットでプレゼン

ジンジャエール様

おめでとうございます！

10

病気や恐ろしさなど
のために，不快な寒
さを感じること

商品券

9 月号当選者

12

米・麦などを炊いた
もの。ご飯

ご協力ショップ

13

9 月号の答えは
「キンモクセイ」
でした。

酒を飲ませる店。居
酒屋

1000 円

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！

ナチュラルな店内は子どもにも人気

青森ひば
石けん

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
住所

オーガニックチーズケーキと珈琲

（ペンネーム）

オーナーの小鯛さん

〒

℡
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！

住所 ： 墨田区京島 1 丁目 49-8 1F
ＴＥＬ： 03-6657-0132
定休日 ： 日 ・ 祝 / その他不定休あり）

fax：03-5637-1180】
締切は 11 月末日まで。正解と当選者は 1 月号で発表します！

営業時間 ： 12:00〜17:00 （16:00 L.O）

【解答はＦＡＸ又はご持参、ご郵送ください

※営業日程は Facebook にて

FB: https://www.facebook.com/aurorakitchen.2013/

ニュースレター設置ご協力店：いちまるカフェ ikka オーロラキッチン 鐘ヶ淵薬局 cafe８８３ しげの珈琲工房 深緑堂 スマイルキッチン
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 本所地域プラザ BIG SHIP Ppokapoka 増田小児科医院 八広地域プラザ「吾嬬の里」

編

集

後

記

こんにちは。奥山です。
娘の保育園の運動会に参加してきました。運動
会は一生懸命頑張っている姿や楽しんでいる様
子を見られるので毎年楽しみにしています。今
年もしっかりと成長を確認できました！
わたしも保護者競技に毎年参加していますが、
昨年より足が上がらない！こちらは
着実に衰えているようです (ToT)
運動しなければ！！

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

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

講座

〜

自然素材の新築・リフォーム

創業

お店 ・ 観光スポットなどを中心に
地域の魅力をご紹介！

記事 雪村

本日は、 京島にあるかわいいカフェに行ってきました。 ナチュ
ラルな店内に入るとそのまま童話の世界に入ったようなかわいい
店内です。 名前の由来は、 オーナーの小鯛さんが一人でオー
ロラを見にフィンランドに旅をしたことが大きな出来事として心に
残り、 そこからお店の名前に 『オーロラ』 を入れたそうです。
お店のこだわりは 「食に気をつけている方々やお子さんにも安
心してもらえるごはんとおやつをつくる事」 その言葉通りテーブル
にはお子様も安心して座れるテーブルチェアーがあるので小さな
お子さんも安心して過ごせます。 小鯛さん自身、 ０歳と４歳の
ママだからできるおもてなしの心を感じました。

店内には、 手づくりのお菓子や他の作家さん手作りの雑貨なども販売しており、 取材中も
小さなお子さんがママと一緒におやつのクッキーを買いに来て、 楽しそうにお菓子を選んでいました。
一押しメニューはワンプレートランチ （1,000 円） と手作りケーキや焼き菓子。 取材は 3 時だっ
たので私たちはチーズケーキをいただきました。 コクがあり濃厚でまろやかな味わいに舌づつみ♪

11 月号 解答欄
ヒント：白とピンクの

生命力の強い青森ひばの
天然オイルを配合。
木材に含まれる天然成分
「ヒノキチオール」は
お肌を雑菌から
優しく守ってくれます。

2016 年
11 月号

11

ヨコのキー

13

１ 演説のこと。会合・
パーティーなどで人
の前でする短い話

12

５ 守るべきものとして
その家に伝わる戒め
や教え

11

６ 自分の能力・身分な
どの程度。
「○○○○知らず」

10

9

８ スライドを写すこと
「スクリーンに
○○○○する」

8

クロスワード

7

タテのキー

6

２ 白と黒のけん盤をた
たいて音を出す楽器

5

３ 地下に設けられた通
路・道路

9

４ 自動車や鉄道車両の
車体に水をかけて洗
うこと

4

６ それを見ることが最
後になること

3

７ 完全な悟りを得た聖
者。仏像。「○○○
の顔も三度まで」

2

仕事・職業としてで
なく、個人が楽しみ
としてしている事柄

1

11 月になるとそろそろコートの出番になりますね。
衣替えをしたら冬服でクローゼットがパンパンになって
いませんか？
そんな時は、もう一度衣類の量を見直してみましょう。
１年以上も手を通していない服がたくさんありませんか？
「痩せたら着る！」 は、ほぼ着ることはないでしょう。
（私の経験より・・(T_T)）

【適正量をきめましょう】
持ち物の数は人それぞれ、生活のスタイルによって
まちまちですが簡単なのは、収納スペースにあわせた量
を持つようにすることです。クローゼットに下げるハンガー
の数を先に決めてしまうのも方法の一つです。

そして、 実はご主人が漫画家さんで
なぎら健壱自身が題材となっている 「バ
チ当たりの昼間酒」 を書いたのがご主人
だそうです。 お店の取材のはずが、 後
半はご主人の漫画の話で盛り上がってし
まいました。 ご主人が書いた漫画コーナー
ご主人様は漫画家さん！ もあるのでお店にいったら読んでみてね。
こんにちは！もうすぐ４才になる孫が寝るときもおしめが
とれたのでひと安心していますが、 なぜか幼稚園には
行きたくないらしく、 また心配がひとつできました ・ ・ ・
★クローゼット使うときのポイント！
整理収納アドバイザー
雪村
①収納は 8 割にします。
びっしり入れると通気もわるくなり、出し入れするとき大変です。
②衣類の丈をそろえて入れます。
そろえることで丈の短い衣類の下に収納
スペースができ小物類をしまう事ができます。
③衣類の特徴を考えます。
素材によって畳んだ方がよい、吊るした方がよい素材をしっかり
認識しあった場所に収納します。
※ハンガーを同じものにそろえたり、同じ色の服でまとめたりすれば
見た目もキレになりますね。お気に入りのワンピースとジャケットや
ショール等をセットにしてハンガーに掛けてコーディネイトしておくと
忙しい朝も時間の短縮になりますね。
気負わず時間があるとき、 気が向いたときに少しづつ楽しんでやってね！

設計事例

－ 自然素材 －
東京都

Ｈ様邸

マンションリノベーション

Data ：
【面積】

Material ：
64 ㎡

【床】
【壁】

3 ヶ月

工事費内訳 /

解体

木工事

塗装工事 電気工事
屋根工事 内装

北海道稚内産

珪藻土

（メソポア珪藻土含有 80％）

建具工事

内装設備工事
畳 断熱工事

杉

リビング

（葉枯らし ・ 天然乾燥）

【建物】 鉄筋コンクリート造
【工期】

静岡天竜産

【畳】

熊本県八代産

キッチンからはリビングと庭が見渡せます。カウンターには姫小松の一枚板

い草

『玄関に入った瞬間から気持ちの良い家』 をコンセプトにいたしまし
た。 部屋の間仕切位置を変更し、 玄関やキッチンからリビングダイ
ニングと庭が見渡すことのできる間取へと変更しています。
自家菜園作りを予定している庭へと視界が広がり、 空間がより広く感
じられるようになっています。 玄関、 リビングダイニング、 寝室には
こだわりの自然素材をふんだんに使
駿河屋のホームページにて
い、 「木」 や 「い草」 の香りがする その他物件の
気持ちのよい家にリフォームしました。 施工事例も
工事をきっかけに H 様にはイベントに 掲載中です！
ぜひご覧下さい
もご参加いただいています。

こんにちは現場担当の黒田です。
美味しい物が多いこの季節、体重が増えない
ように要注意です！
今期は運動をして一度体をリセットしようと思います。
現場の方はこれから寒くなり外仕事などは大変ですが
風邪をひかない様に体調管理も大事ですね！
先日お引渡しさせて頂きました R 様邸、ご在宅でのリ
フォームでしたが
お客様のご協力で
素敵なお部屋にな
りました。ありが
とうございました。

だんだんと寒くなり、 お風呂もしっかりと湯船に浸かりたい季節になってきました
ね。 夏場はシャワーですませていたという方も多いと思います。 ですがお風呂は
「湯船に浸かる」 ことで実はいろいろな効果を得られること、 ご存知でしょうか？
【温熱作用】 毛細血管や皮下の血管が広がって血流が良くなり、 体内の老廃物
や疲労物質の除去、 コリがほぐれ疲れが取れます。 自律神経をコントロールする
作用もあります。
【水圧作用】 水圧により足にたまった血液が押し戻され、 心臓の働きを活発にして血液の循環が促進されます。
また、 肺が圧迫され呼吸回数が増えることにより心肺機能も高まります。
【浮力作用】 お風呂に浸かると体重は約 9 分の 1 程度に。 筋肉や関節は、 その役割から開放されリラックス状
態になり、 身体の負担が軽減されたことで心も開放されてゆきます。
と、 いろいろと湯船に浸かることの効果を並べてみました。 さらに実は湯船に浸かるだけで体
の汚れの 8 割が落ちてしまいます！ 10 分ほどで毛穴が開き、 汚れが落ちていくそうです。
ですので、 季節を問わず湯船にはいったほうがいいようですね。
11 月はみかん風呂、 12 月はゆず湯、 1 月は松風呂などが楽しめますね。 いろいろとアレンジをし
て 五感 でお風呂を楽しむ工夫をしてみると、さらに良いお風呂の時間になるのではないでしょうか。

畳のスペースはリビングから仕切り無し

木製建具。壁にはい草クロス

お客様には田んぼ学校にもご参
加いただきました！

今年から高校生や大学生の新卒採用を始めています。僕たちも初めての試みで、
右も左もわからない状況でのスタートなので、未来ある素敵な学生さんとのご縁
を結べるかはまだわかりませんが、僕たちの持ち味を精一杯伝えるために、学校
まわりや就活イベントへ出かけています。
駿河屋代表 一桝
その中で感じたのは、最近は「高卒採用」市場が熱いということ。特に専門性に
特化した工業高校や商業高校は、各企業から引く手あまただそうです。高校生というと、丁度
僕の子供も高校一年と大学一年なので、我が息子や娘を社員として迎えるようなもの。そう考
えると、面談する学生が我が子に見えてなりません。
そういえば野球部 1 年生の息子は、先輩が学校行事で留守のときは、部
長代理を言い渡されたそうです！決して野球が上手い子が選ばれるわけで
はないそうなので、本人も複雑な気持ちのようですが「頼まれごとは試さ
れごとだから、頑張れよ～！」と声をかけたら、照れくさそうに笑ってました。
なんだか最近、子供たちを頼もしく感じています。親バカでスミマセン（笑）

現場発信！

お風呂でリラックス

住まいのアイデア

宿泊体感型モデルルーム

9 月 11 日、 駿河屋の自然
派コミュニティー 「つちからの会」
『駿河屋 収穫祭』 をおこな
いました。
田んぼ学校でみんなで育て
た収穫米のお渡しや、 無農薬
畑での芋掘り、 無垢の木でつく
るカレンダーづくりなど、 自然の
恵みをいっぱい感じる収穫祭に

「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～
11月19日(土) 午前午後
4時

約
要予４組

イベント報告

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

クリスマスツリーを
つくろう！
1 2 / 3 sat

15cm
高さは約

■日時■

組み立て
立体ツリ 式の
ーです

端材で
好きなものも
作れます！

午前の部

午後の部

２０１6 年 12 月 3 日 （土） 10 ： 00 ～ 13 ： 00 ～

なったのではないでしょうか。
子どもたちの笑い声、 泣き
声、 トンカチの音にお米を精
米する音など 大変にぎやか
におこなえた収穫祭。
我々スタッフもみなさんと一緒
に楽しませていただきました
(*^^*)
広報 奥山より

■場所■ 駿河屋 （墨田区向島 1-24-16-１階）
■参加費■
1,000 円

■定員■
午前の部、 午後の部 各５名

要予約 詳細はホームページにて

ョップ

ラルシ

ナチュ

木
の
め
空ま
オリーブオイルをふんだんに使用した
石鹸です。オレイン酸を多く含み
お肌に優しく、汚れを落としつつも
お肌になめらかな潤いを残します。
当社代表も愛用中のオススメ商品！

680 円（税込み）

オリーブオイルソープ

社長も
愛用中

おす
す
商品 め

ひのきの湯桶

ヒノキ間伐材（栃木県産）

アレッポの石鹸

夏は涼しく冬は暖かく。ニッポン
のお風呂文化を楽しめます。
お風呂にヒノキの香りが広がり
リラックスを与えてくれます。

3,780 円（税込み）

～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

おす
す
商品 め

『空まめの木』
フェイスブック
いいね！ 更新中！

https://www.facebook.com
/soramamenoki

