商品券

まめの木

スタイルがとっても

空

愛らしいストラップ。

下記、ニュースレター

ご協力ショップ

ナチュ

素材のチェリーが

防虫剤 くすのきかおる

オレンジ色 のお店で

作品の雰囲気を豊かに

天然の力で衣類を守ってくれる
かわいいどうぶつの形をした防虫剤です。
クスノキの香りは、 虫をよせつけない
忌避効果と、 気分をスッキリさせる鎮静効果も
あります。 衣替えにも、 普段お使いの衣類の収納にも、
おススメです。 サンドペーパーで磨くと香りが蘇ります。

携帯
ストラップ

演出してくれます。

正解者から抽選で１名様に商品をセットでプレゼント

3 月号 解答欄
ヒント：ふわふわ〜

氏名
住所

～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！～

設置ご協力店の欄の
ご使用いただけます。

432 円

（ペンネーム）

℡
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！

『空まめの木』

fax：03-5637-1180】
締切は 3 月末日まで。正解と当選者は 5 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 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」

後

（税込み）

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 )

【解答はＦＡＸ又はご持参、ご郵送ください

集

おすすめ

★ショップリニューアル！★
「空まめの木」 にシンボルツリーが誕生しました！
新しくなったショップに遊びにきてね (*^^*)

〒

編

ヨコのキー

ネコのぶら下がった

駿河屋の商品券です。

1000 円

ップ
ラルショ

クロスワード

ト
セットでプレゼン

記

先日の「木のスプーンづくり」では私も皆さん
と一緒につくらせていただきました。が、参加
してくださったみなさんの方が圧倒的
に上手！本当は教える立場なのにとて
もお恥ずかしい (;_;)
でも出来たスプーンに家族は喜んでく
れたので良しとしましょう！
広報 奥山
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】 （住まいづくり情報）

更新中！

https://www.facebook.com
/soramamenoki

〜

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
〒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

https://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

駿河屋創業３６０周年
木に触れ楽しむ

幸せの
おすそ分け

クロ バ

育てたクローバーの写真を送ると
素敵な商品がもらえるよ！さらに
『四葉』が開いた方には・・

日の
7 月 30
祭り
駿河屋夏 ね !
って
までに作

無垢の木で箸づくり

を育てて
ー
ー
もらおう
を
品
商
な
敵
素

木を削ってｍｙ箸をつくろう！
作ったお箸を駿河屋 夏祭りに持ってくると
流しそうめんや野菜のつかみ取りに参加できます！

駿河屋 新入社員

いよいよ名前決定！

たくさんのご応募
代表の一桝です！私があなたの為に
富士山の頂上で清めた幸運のお札 ありがとうございました。
ただいま選考中！
をプレゼントします！
次号で名前を発表
します。
【参加方法】
どんな名前に
『ナチュラルショップ 空まめの木』で
なるのかな〜
種をお渡ししています。（無料）

木の種類も選べます！
サクラ・クルミ・クリ・ヒノキ
【参加方法】
『ナチュラルショップ 空まめの木』で
キットをお渡ししています。（無料）
店内で作ることも可能です。（工具お貸しします）
※無くなり次第終了となります。

※無くなり次第終了となります。

４月 ２２(sat)２３(sun)

木のスプーンづくり

自然素材の 注文住宅 リフォーム 不 動 産

創業

空まめの木

告
報
ト
ン
ベ
イ

フェイスブック
いいね！

2017 年
3 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 人間の知恵

1 月号当選者 ニシケイ様
おめでとうございます！

タテのキー

1 月号の答えは フクブクロ でした。

３ 物が燃えつきた後に残
る、粉のような物

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

10

実際には存在しないの
に実在するように見え
るもの。幻影。

13

12

利益を得る目的で資金
を事業・証券などに投
下すること

12

日本舞踊のうちメロ
ディに合わせた踊り

13

５ 人間の力。「○○○○
車」

11

８ 湯と水。「○○○のよ
うに使う」

10

9

１ 女の子。男子の対語

8

２ 地球がもっている磁石
としての性質。それに
よって生じる磁場

7

８

３ のりではり付けた紙。 ６ 見つけ出して指し示す
人目につく所にはること
こと。まちがいなどを
取り立てて言うこと。

6

９

４ 動物が口や鼻で吸った
りはいたりする空気

5

10

７ 水があふれるのを防ぐ
ために、川岸に土や石
を積み上げた土手

11

油、脂などともいう。
動物性や植物性など

4

形をかき表すこと。ま
たかき表した図。「立
体◯◯◯」

3

矢を当てるための標的

2

液体に含まれる沈殿
物・不純物などをこす
のに使う紙。

1

2 月はワークショップ「木のスプーンづくり」をおこないました。
「木のスプーンづくり」 も今回で 2 回目、 昨年に引き続き参加
して下さったお客様もいてほんとに嬉しく思います (*^^*)
ワインを飲みながらゆったりしながらも、 みなさん予定時間ギ
リギリまで熱心に作業してくださいました！世界に一つのオリジナ
ルスプーンで楽しい食卓を囲んでいただけるといいですね！
広報 奥山
イベント
動画

開催予定

駿河屋も木を使ったワークショップを出展予定！
【アースデイ東京 2017】
会場 : 代々木公園 入場：無料
日程：4 月 22（土）23（日）
10:00 〜 19:00 ※雨天決行
来場 :12 万人 ( 予定 )
主催 : アースデイ東京 2017 実行委員会

催予定
開
第７回
田んぼ体験学校 始動！
今年も開催いたします！今年の舞台は千葉県鴨川の棚田。
「子供達に伝えたい大切なこと」 きっと見つかりますよ！
5 月初〜中旬開催予定
詳細は次号で
お伝えします

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 ：

Material ：

【面積】

64 ㎡

【建物】

鉄筋コンクリート造

【工期】

3 ヶ月

工事費内訳 /

解体

【床】

木工事

塗装工事 電気工事
屋根工事 内装

建具工事

内装設備工事
畳 断熱工事

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％）
【畳】 熊本県八代産 い草

リビング
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

H 様邸のリノベーションのポイント
『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
んに使い、 「木」 や 「い草」 の香りがする気持ちのよ
い家にリフォームしました。 工事をきっかけに H 様にはイ
設計担当 西
ベントにもご参加いただいています。

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

現在施工中の世田谷区の二世帯
住宅新築工事の現場の様子です。
ただ今、大工さんが造作工事を
しております。
先日は無垢のストリップ階段を
一段一段丁寧に施工中で、大工
さん自慢の腕の見せ所だと頑張っていました。
外壁はモルタル下地の塗り壁に一部杉板貼り
の仕上げとなっています。左官屋さんもきれ
いに仕上げるのには下地が大事なんだと
見えない部分もしっかりと仕上げてくれてい
ました。今から完成が楽しみです。

住宅は広いに越したことはないと思っていませんか？
家族が多いと狭くては住めない ・ ・ という現実的な問題もありますが、 高齢のご
夫婦に庭付き一戸建ては掃除や管理に苦労するという話もよく聞きます。 必ずしも
広いほうが良いとはいえなそうです。
戦後を代表する建築界の清家清氏の言葉に 「家の広さは家族全員の年齢を
足した値と等しい」 というものがあります。 たとえば夫 （30 歳） 妻 （30 歳） 子
供 （3 歳） ですと 30+30+3 で 63 ㎡となります。 また、 一人暮らしにしても 18 歳
と 60 歳では思い出の品や荷物が増えていることを考え、 年を重ねた方がそれなり
の広さが必要だとも言っています。 必ずしも一致するとはかぎりませんが、 かなり
実際の感覚に近い広さに思いませんか？そんな清家氏の自宅は人間が
疲労を覚えること無く掃除できる時間を割り出し 50 ㎡としたそうです。
その人、 家族に合った生活も大切だということですね。
これから春に向けて新生活が始まるご家族も多いかもしれません。 もし
お部屋の広さでお悩みなら、 この 「適切な広さ」 を参考にしてみてく
ださいね。
編集長 奥山

講座

工事後もイベント等で
お付き合いは続きます !

駿河屋の 5 年ビジョンを決めるワークショップを行いました！スタッフみんなと
ワクワクする未来を定めることが出来ました。スタッフの「なんだか実現しそう
な気がしてきました！」という声に嬉しくなるとともに、目標の 1 つである「墨
駿河屋九代目当主
一桝 （いちます） 田区就職したい企業 No1 受賞」
（そんな賞はアリマセンが）に向けてリーダーと
して頑張らねばなりません！ 2 月は山口県の島でトレイルランニングの大会に出たり、お客様
に木を切って頂き、その木を使ったリフォームがスタートする伐採体験に行ったり、厳冬の旭
川で 3 日間かけて原木の買い付けをしたりと
忙しかったのですが、今月はチビッコたちと
の「冬の冒険ツアー」が楽しみでしかたあり
ません！夏の冒険キャンプでは、水鉄砲で僕
は 2 日間ビショ濡れにされましたが、今回は
どうなるんでしょうか・・・（笑）

現場発信！

住まいの適切な広さとは

住まいのアイデア

下駄箱
収納

久しぶりに裁縫をしようと針と糸をもったら、
「んっ！」針の穴がみえない！！でも、まだ
息子には頼みたくないという変なプライドで
必死に穴にとおして頑張りました。

靴は、サイズや季節によって大きさがまちまちで、なかなか下駄箱に収納するのが
大変ですね。市販の収納アイテムや家にある籠や箱をつかって上手に収納してみましょう。

●上下で考える：背丈に会った場所で考えます。
上＝パパ 中＝ママ 下＝子供
●奥行きで考える：小さい靴の場合は、無駄がない
ように奥と手前を利用し、お子さんの小さな靴なら
「引きだし形のクリアケース」を使うのもおススメです。

★靴を購入したときの箱を再利用します★
脇をはさみで切りぬいて、
周りをはずれないように
テープでまきます。
半透明な養生テープを使う
とストライプのかわいい箱
が完成です。

●グルーピング：靴磨き用のブラシや
クリームは籠にセットしサッと取り出
して使えるように収納。
●空間利用：くつの上に空間が
できる時は、コの字型の仕切や箱を利用して２段で
使えるようにします。

箱の下には湿気防止に
スノコを敷きました。

宿泊体感型モデルルーム

「空まめの木」

体感会 ＆ 相談会
要予約
限定４組

3月18日(土)

午前 10 時～午後 4 時

1 組 1 時間位 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。

インテリア
プランナー

西

建築士

坂元

整理収納アドバイザー
雪村

親睦会をおこないました
社員親睦会をおこないました
先日、駿河屋のスタッフで社員親睦会を行いました！
先日、駿河屋のスタッフで社員親睦会を
普段は現場、設計、事務そして日本中を駆け回っている社長と
行いました！
仕事場がなかなか重ならない駿河屋スタッフですので、
今回の親睦会の一番の理由は新入社員！
全員が揃うということはなかなかめずらしいのです。
４月から一緒に働いてくれる新入社員も
そして、今回の親睦会の一番の理由は新入社員！
参加しての親睦会となりました。
４月から一緒に働いてくれる新入社員も参加しての親睦会と
新卒の子もいるということで今回はビリヤード、ダーツと
なりました。新卒の子もいるということで今回はビリヤード、
お酒抜きの食事で健全さをアピールしてきました (^^;)
ダーツとお酒抜きの食事で健全さをアピールしています
(^^;)
コミュニケーションもバッチリ取れ、4 月から新しい
いっぱいコミュニケーションも取れ、4
月から新しいメンバーと
メンバーと一緒にがんばります！
一緒にがんばります！

次年度新卒
募集スタート
会社説明会開催のお知らせ
この度、学生のみなさまに向けた
会社見学会を開催いたします。
日時 : ４月１日（土） 14：00 ～
場所 : 駿河屋（墨田区向島 1-24-16）
当社の仕事にご興味あるかたは是非
この機会にご来社ください。
来年卒業、新卒、第二新卒の皆さん、
ご応募お待ちしております。
お申込みは TEL・メールにて
※メールは「会社見学会参加希望」と
明記ください

03-5637-1179
info@surugaya-life.jp

