ト
セットでプレゼン

1000 円
ご協力ショップ

フィトンチット効果。

駿河屋の商品券です。

30 数種類の植物から

下記、ニュースレター

抽出した成分の

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。

商品券

植物生まれの

消臭します。

1 月号 解答欄
ヒント：ドキドキワクワク

住所

（ペンネーム）
〒

℡

fax：03-5637-1180】
締切は 1 月末日まで。正解と当選者は 3 月号で発表します！

集

後

記

あけましておめでとうございます！今年もまた
一年よろしくお願い致します。
今期は駿河屋も創業 360 周年。360 度
の円にちなんで私も沢山の人とご縁を
いただける一年にしたいと思います。
このニュースレターを通しても沢山の
方々とご縁をいただいているので今年
広報 奥山 も楽しみにしています！
ニュースレターの郵送をご希望の方は TEL・メールにてご連絡ください。
メルマガ配信中！下記の QR コードより自由に登録・解除いただけます。
メルマガ 【つちからの会通信】 （イベント情報）
メルマガ 【厳選素材住宅論】 （住宅情報）

熊野古道
散策！
久々の1人旅に
行きたい。

茶道。
桐山
高校以来、
すっかり忘れてますが
またやりたいです。

駿河屋創業 360 年を記念して
駿河屋は創業 360 周年。 マスコットキャラクターが誕生しました。

今後、つちからの会のイベントなど
記念キャラクター誕生！いろいろなところに登場します。お楽しみに！

はじめまして！

〜

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
いいね！

駿河屋

自然

更新中！
FB

次の事項を記入し郵便、メール、FAX に

・自然大好き
・駿河の森生まれ
・4月入社の駿河屋新入社員

・森の妖精？つちのこ？
・360才
・口ぐせは
「山をなめるな！」

講座

自然素材の新築・リフォーム

創業

応募方法

まだ名前が無いので
僕たちに名前を
つけてもらえませんか？

奥山
今年は
植栽を完成
させます！
西

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

2017 年
1 月号

空まめの木

山で迷子になった男の子を助けてから
親友の2人です。これからよろしく！

物を捨てる！
物が捨てられず
毎年大掃除で
怒られるので。

磯野

山本

〜

雪村

坂元

去年は
行けなかった
ので今年は
3 回キャンプ
に行く

【解答はＦＡＸ又はご持参、ご郵送ください

編

をして一年間
健康維持！

減量して
20代の体を
取り戻す！
黒田
和菓子を学ぶ。
日本の季節をちゃんと
感じれる生活を
つくりたいから。
竹浪

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！

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 pokapoka 増田小児科医院
八広地域プラザ「吾嬬の里」

DIYの勉強をして
自分で家具を
つくる！
しっかりした運動

英語を勉強し
直して外国人の
友人を
つくる！
一桝

衣類を虫から守り

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

駿河屋スタッフアンケート
「今年の目標 ！！」

爽やかな森の香りで

植物成分
防虫剤

ヨコのキー

11 月号当選者 にし 様
おめでとうございます！

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 言葉や文字を一定の基
準によって配列した
本。辞典ともいう

11 月号の答えは チトセアメ でした。

10

川の水をせき止めて貯
水するための構造物。
「貯水●●」

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

12

底に金具の付いた靴を
履いて氷の上をすべる
スポーツ

16

15

ほろびないこと。永久
になくならないこと
「永久に●●です」

雪のような色。黒の反
対

15

16

４ 結婚して妻の家の一員
となった男の人

14

６ さかさま。反対。「●走」

13

９ 光などが折れ曲がるこ
と

12

クロスワード

11

タテのキー

10

２「市議会議員」の略

9

11

３ 前もって約束するこ
と。「●●席」

7

8

13

５ 米のひとつぶ。きわめ
て小さいもののたとえ

14

７ 小麦を主原料とした小
型の焼き 菓子の総称

6

5

８ 岐阜県にある地名。映
画「君の名は」の舞台
にもなりました

4

親にとって自分の子で
ある女。若い女性に対
する呼称としても用い
られる

3

お尻の別称。順番など
の最後という意味も

2

一月一日から十二月三
十一日までの期間。年
齢。

1

てご応募ください。お店に直接ご来店い
ただいてもご応募可能です。

①キャラクター名（男の子）
②キャラクター名（妖精？）
③その名前の理由
ご住所・氏名・電話番号も
忘れずにご記入ください！

応募期間
2017 年 2 月 末日まで
〒131 - 0033 東京都墨田区向島 1 - 24 - 16 - 1 階
info@surugaya-life.jp
☎ 0120-124-029

採用された方には駿河屋のイベント
永久無料特典を差し上げます！

最近なにかを学んでいないとなんだか不安になる衝動に・・。
今年は DIY の勉強をしたいと考えていますが、先日雑誌を見て
いて元々紅茶好きの私は 「紅茶コーディネーター」 の広告に
興味をもち早速資料請求をしたら、娘から 「資格マニアにでも
なるの？」 といわれちゃいました。

どうして部屋にモノがふえるの！？ パートⅡ～捨てられない原因～

整理収納アドバイザー
雪村

前回は、家に物を入れない “増やさない（入れない）” という点からお話しましたね。
今回は、家の中から不要なものを “処分（出すこと）” できない心理についてです。 ★高価なモノは捨てにくい
★家庭のしつけが原因

★欠陥がないから

★捨て方が
わからない

「これ高かったのよ～」 といわれる
と確かに捨てるとなると少し
ちゅうちょして
しまいますね・・。

“もったいない” という家庭でのしつけ。
市町村の役場に
ただ持っているだけで、モノの機能を
★迷信を気にしてしまう
確認しましょう。
はたして（使う）いなければ意味が
お人形やぬいぐるみ等は
ありませんね。
★小さいモノほど捨てられない
ちょっと怖いと感じてしまいますね。
いつか何かで使うかも！
気になる場合は、神社やお寺
★しがらみに縛られて
などで供養をして
★壊れていないから と引き出しの中に小さなネジや
友達からの旅行の
もらいましょう。
ピン等が渋滞していませんか？
お土産等 ( 自分が贈る
時も良く考えましょう！ )

買い物（入れる）のしかたと、捨て方（出す）をもう意識して日々の生活を送ってみましょう。

－ 自然素材 － リフォーム 事例
東京都江戸川区

Y 様邸

住まいのアイデア

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

リビング

工事費内訳 / 解体 木工事 建具工事 内装工事 雑工事 電気工事 設備工事 管理費 諸経費

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。
※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。

リビング
和室

珪藻土のパターン壁

無垢の杉フローリング

「宅地建物取引士」の試験に一発合格しました！自分で言うのもなんですが、
かなり頑張ったんですよ～！試験前日なんて口から民法が出そうになったぐら
い！でも無事に結果が出せて良かったです！実はこれにはヒミツがひとつありま
駿河屋九代目当主
一桝 （いちます） して・・・。勉強部屋としては、僕たちがこだわりぬいて自然素材だけでつくっ
た空間、
駿河屋の宿泊体感型モデルルーム「空まめの木」で勉強したんです。外部から受ける様々
なストレスが無い感じで、すごく集中出来たので合格したのかなと実感しています。そしてな
により良かったのが、妻や子供にも頑張る姿、目標達成する姿を見せられ
た事です。
「やるときゃやる男はカッコイイだろ～！」と自慢げに合格報
告をすると、カミサンの目がハートマークになり子供たちはグウのねも出
ない顔してました！わはは！クレイジーケンバンドの「あ、やるときゃや
らなきゃダメなのよ」を歌いながらハウスクリーニングを頑張った創業期を
思い出しました！子供たちも「やり抜く」素晴らしさを知って欲しいなぁ～。

明かりの効果でリラックス空間を

年末はどこもイルミネーションがすごかったですね。 LED 光源の登場は光の質
やバリエーションを以前とは様変わりさせ、 ますます年末のライティングを鮮やか
なものにしているようです。
さて、 生活の 「明かり」 もいろいろな光の楽しみ方が広がっているようです。
日本の住宅では部屋の真ん中に蛍光灯を一灯配置して部屋全体を明るく照らすことが
多いと思いますが、 最近では白熱灯を複数使用した 「一室多灯」 が増えています。
実はこれも LED ライトの普及が影響しているといわれています。 そもそも LED ライトは広い範囲を照らす照明は少
なく、 明るさを補うために多灯になったのだとか。 その結果、 自然と多灯、 そして白熱灯照明の癒し効果や経
済性、 環境へのやさしさが注目されました。 キャンドルなどがいい例ですが、 人はロウソクや暖炉の火を見て
いるとリラックスできるもので、 火に一番近い白熱灯は自然とリラックスができるのです。
白熱灯を使った 「一室多灯」 は明るすぎず落ち着いて過ごせます。 さらに部屋の表情
も豊かになり、 空間に奥行きを生み出すこともでき、 必要な時に必要な明かりを使うこ
とで消費電力も抑えることができます。 すごくいいと思いませんか？
光のもたらす効果は想像以上に大きいものです。 新しい年を機にこれまで
とは違ったいろいろな明かりを楽しんでみるのもいいかもしれませんよ。
記事 奥山

告
報
ト
ン
ベ
イ
昨年末は 12 月の恒例になりました 「クリスマスツリーづくり」
をおこないました。 今回はいつもイベントの際にはいろいろとお
世話になっている自然体験や工作の達人、 A 様が飛び入り参
加して 「ナンキンハゼ」 「ムクロジ」 などの珍しい木の実もプ
レゼントしてくれました！普段見かけない木の実の登場に子ども
たちも興味深々、 上手に工作にも取り入れて
くれていたようです。 小さな木の実ですが、
少しでも自然に興味を持つきっかけになって
くれればいいですよね
広報 奥山

開催予定

バレンタイン直前！大人のワークショップ

木のスプーンづくり
2

アイスクリーム
ホットワインも
ご用意

を

ペレットストーブ
囲んで

場所 : 駿河屋 モデルルーム 「空まめの木」
墨田区向島 1-24-16 2 階）

時間 : 14：00 ～ 19：00
参加費 : 2,000 円

現場発信！
写真は昨年施工させて頂いた T 様邸です。
床には天竜産の新月伐採天然乾燥材の杉と
床暖房のお部屋には吉野産の桧を採用させ
て頂きました。
壁は稚内産の珪藻土、和室の畳はワラ床で畳表はも
ちろん熊本八代産です！厳選素材を使用して心地よい
お住まいが完成しました。

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～
1月28日(土) 午前午後
4時

約
要予４組

工事部 黒田

「空まめの木」

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 !

( 自由解散 )

木材を選べます

・ スギ ・ ヒノキ ・ サクラ ・ ヒメコマツ ・ ナラ ・ クリ ・ クルミ

お申込み
詳細は
HP で

プ

ルショッ

ナチュラ

宿泊体感型モデルルーム

/11
s 0~t
14:0a

開催予定

木

空まめの

荒川クリーンエイド

荒川で、ちょっといいことゴミ拾い
駿河屋は荒川河川敷の環境
浄化に取り組む NPO 「荒川
クリーンエイド ・ フォーラム」 の
活動に毎年参加しています。

Clean（きれいにする）+ Aid( 助ける )

様々な人たちがゴミを拾いながら、 川のゴミや水質、 自然
回復などの問題を考えて、 自然を取り戻そうと
する活動です。 一緒に参加しませんか？

主催 ・ 問い合わせ ： 荒川クリーンエイド ・ フォーラム
開催 ： 1/21 （土） 葛西橋上流左岸 （西葛西駅徒歩 15 分）

うが い液

がら がら っぺ

３種のハーブ 【ハイビスカス、甘草、月桃】
と、沖縄の海水塩を使用した消毒液を使わ
ない安心なうがい液です。
うがい＆手洗いで、風邪を予防しましょう。
60ｇ

おすす
め

972 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 休 毎週木曜日
営 AM 11:00 ～ PM 5:00
電 0120-124-029 ( 駿河屋 )
『空まめの木』
フェイスブック
いいね！

更新中！

https://www.facebook.com
/soramamenoki

