ご協力ショップ

商品券

から生まれたお塩。

下記、ニュースレター

間伐材や流木などを

設置ご協力店の欄の

13 時間炊きつづけ
富士山と海のパワー

ご使用いただけます。

戸田塩

空

て作るので環境にも

300ml １７２８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！

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」

編

集

後

記

子どもの時に千葉の田舎で見たホタルの記憶が鮮
明に残っています。それだけ幻想的で衝撃的な景
色だったのだと思います。
それから何十年とホタルを見ていないの
ですが、大人になっても記憶に残る映像
を子どもにも見せてあげたいなと、今年
はホタル鑑賞を計画中です。
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！

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

第8回
～

自然素材の 注文住宅 リフォーム 不 動 産

創業

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

流しそうめ

告

https://www.facebook.com
/soramamenoki

～

6 月号

【ガレージ】丸太切り・流しそうめん・
野菜つかみ・かき氷・わたあめ・焼きもろこし
【1 階店舗】ピンボール・射的・工作コーナー
【2 階モデルルーム】ヨガ教室・マッサージ
風鈴づくり・展示販売スペース

ヨガ教室

箸
菜の
野 つかみ

太切り

イベント報

フェイスブック
いいね！

くり
鈴づ

丸太切り大会や風鈴づくりの
ワークショップも開催！
かき氷、ヨガ教室などなど
誰でも気軽に参加できるお祭りです！
家族やお友達と寄っていってね！！

（税込み）

『空まめの木』

fax：03-5637-1180】
締切は 6 月末日まで。正解と当選者は 8 月号で発表します！
【解答はＦＡＸ又はご持参、ご郵送ください

屋
河
駿

今年は駿河屋創業 360 周年！
みなさまへの感謝をこめて・・夏まつり！

★ショップに工作コーナーがオープン★
バーニングペンで買った木製品に文字を書いたりも
できます！ご利用くださいね！
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 )

〒

（日）

ん

ヒント：初恋の味にたとえられる

日

月

り
まつ

～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！～

梅雨の部屋干しやお部屋の匂いが気に
なる季節に、 植物精油 「フィトンα」 を お
すすめ
活用した自然派の消臭スプレーは、
安心してお使いいただけ、 30 種類以上の
樹木から抽出された爽やかな森の香りで、 消臭＆リフレッシュ
効果も期待できます。

優しい塩です。

6 月号 解答欄

住所

創業

フィトンα消臭ミスト （布製品用）

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

年

周
0
6
3

風

駿河屋の商品券です。

オレンジ色 のお店で

まめの木

2017 年

空まめの木

丸

1000 円

プ

ルショッ

ナチュラ

富士山と海の恵み

ヨコのキー

ト
セットでプレゼン

クロスワード

4 月号当選者 墨田区在住 H 様
おめでとうございます！

タテのキー

4 月号の答えは シンガツキでした。

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 地位や高さなどがいち
ばんたかいこと。物事
が最も望ましい状態の
こと。
「○○○○傑作」

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

５ 今いる場所から一番近
い所

13

液体が気体になること

12

12

数を表す文字。数で表
されている事がら

13

６ ほろびてなくなること

11

８ 大まかなさま。無造作
なさま。くだけたさま。
「○○な服装」

10

９ もうけを生むように、
物を売ったり買ったり
すること

9

２ 物の個数や年齢が不明・
不定の際に用いる言葉。
「年は○○○ですか？」

8

３ 鳥類の体の表面に生え
る毛の一種。
「○○○布団」

7

４ 男性用下着の一つで、
体にぴったりおおう、
股下のないパンツ

6

６ 以前にその人に会った
ことがあること

5

10

７ 卒業した学校。出身校

11

4

８ 雷を伴った激しい雨

3

仕事の合間のひま。仕
事を離れて自由に使え
る時間

2

たくさんの人がいっぺ
んに乗ることができる
乗合自動車

1

田んぼ体験学校 2017

駿河屋と 5 月 14 日、今年も「つちからの会」では
田んぼ学校を開催させていただきました。
天然村
コラボ企画 今回は鴨川のマルチハビテーション体験

ビレッジ天然村さんの棚田復活プロジェクト
へ参加、協力というかたちでおこなわせていただきました。
東京から一番近い棚田といわれる大山千枚田からほど近い
今回の開催地は最高のロケーションでした！
美しい景色と自然体験、石窯でのピザづくりと子供たちに
とって忘れられない体験になったはずです (^O^) ／

流しそうめんや
野菜の箸つかみに参加するための
お箸の準備はできていますか！？
毎年大盛り上がりの流しそうめん！
そろそろお箸の準備をはじめたほうが
いいですよ～
箸づくり
箸づくりのキットは空まめの木店舗で
無料でお渡ししています！

開催予定

梅

酒＆

梅 酢
シロップ

づくりワークショップ
使用する梅はオーガニックのプロが
認めた無農薬栽培された群馬県産の
ものを使用します。
化学合成農薬・化学肥料・除草剤を使わず栽培し、有機 JAS
の認定も取得しています環境にもやさしい梅となります。
一般的にはとても入手が困難なものを今回はご用意する
ことができました！

お子様連れでのご参加も大歓迎です！

6 月 11 日（日） 場所：駿河屋
参加費 / 梅酒 4,000 円
梅酢シロップ 3,500 円
ビン （希望者のみ） 1,000 円
お申込みや参加費など詳細は駿河屋 HP から

－ 自然素材 －
東京都

設計事例

Ｈ様邸

Data ：
【面積】
【建物】

住まいのアイデア

マンションリノベーション
Material ：

64 ㎡ 【工期】 3 ヶ月
鉄筋コンクリート造

賃貸募集中物件
詳細は駿河屋のＨＰ
お問い合わせは下記まで
【ピタットハウス亀有店

【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％）
【畳】 熊本県八代産 い草

床、壁、天井まで駿河屋の厳選素材をふんだんにご使用いただきました

解体 木工事 建具工事 塗装工事
工事費内訳 /
tel:03-6240-7161】 電気工事 内装 設備工事 屋根工事 内装 畳 断熱工事

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。

リビングは木やい草の香りを感じます

珪藻土で梅雨の湿気に立ち向かう

季節の変わり目には雨がつきもの。 今年もジメジメ、 ジトジトの梅雨の時期 稚内 珪藻土採掘場
となりました。 最近はいろいろな除湿グッズが売り出されているようですが、 そ
れだけ湿気でお悩みの家は多いということなんですよね。 その中でも特に多い
のは室内干しの悩みなのだそうで、 雨の日が続くと洗濯物を室内で干すことが
多くなり、 また結露が溜まることからお部屋にカビが発生しやすくなるという悪
循環が発生してしまいます。そんなお悩みを抱えている方にオススメしたいのが稚内産の珪藻土なんです。
珪藻土は、 植物性プランクトンが化石化した塗り壁材で調湿性能に優れています。 室内の湿度
50％付近で安定させる作用があるので湿度の高い時期は爽やかに過ごせ洗濯物もカラッと乾きま
す。 また、 快適な湿度を保ちますので自然とエアコンの稼働率も下が
り省エネ効果も発揮されます。しかも自然素材なので体にも安心です。
一つ注意点として珪藻土にもいろいろな産地や種類があり、 その効果に
珪藻土の壁面
も差があります。 お悩みになるようでしたらご相談ください！ 編集長 奥山

講座
和室には八代産縁無し畳を使用 カウンターはこだわりの高さに

梅雨の押入れ対策
高校生の息子はなかなか僕と遊びにでかけてくれません。登山はもちろんスキュー
バーダイビングやスカイダイビング、あの手この手で誘っても、やっぱり興味あるの
は野球のようです。僕は球技が全くできないので、ルールすらよく理解できてません
駿河屋九代目当主
一桝 （いちます） が、息子の喜ぶ顔が見たくて先日東京ドームチケットを取ったんです！得意げに息子
に見せたら、どうやら当日並ぶ必要があり、それでも席が確保されるかどうかもわからないチケッ
トでした・・・。気を取り直して今度は新聞社の先輩に頼んで A 席を取ってもらいました！先輩は
僕と息子の微妙な関係を知っていて、なんと高
橋由伸監督の直筆サインをもらってきてくれま
した！喜ぶ息子にチケットと色紙をドヤ顔で息
子に渡すことが出来ましたが、当日はビールば
かり呑まずに、ちゃんと野球の試合を見て息子
と少しでも会話が出来るように頑張ってきます！

現場発信！
先日無事お引渡しとなりました、
都内マンションリフォームの物件。
駿河屋の厳選素材、奈良吉野桧のフローリング、
北海道稚内産の珪藻土、布クロスを使って相性抜
工事部 山本 群の自然素材のお住まいとなりました。
珪藻土塗りでは、お客様のご
提案で腰上と腰下でパターン
を変える新たな試みも！唯一
無二の想いのこもった壁に仕
上がりました。

木製名札つくってみました！
新入社員も増えたので新しく名札を
つくってみました。 自然のモノであた
たかい感じにということで木を使用！
木が大好きな建築会社という雰囲気
が出ているような気がしませんか？
今度みなさんに会う時にはこの名札
を付けているかもしれませんね (^O^) ／
名札を
見かけたら
気軽に声を
かけてね！

スノコを活用
桐、ヒノキ、プラスチック等がありますが、
一番おススメなのは「ヒノキ」です。
吸湿、防虫、消臭効果に優れ、防カビ
効果も期待できます。木製のスノコを
選ぶ時は、国産材のものを選ぶように
してください。輸入品などは防腐剤など
塗布されたものが多くあります。

今年も、ベランダ菜園始めました！
今年の出来はどうかな？沢山は出来
ないけど収穫したての野菜を食べる
のが今から楽しみです。

押し入れ内の隅には意外と埃がたまりやすく、 梅雨時などは
そのままにしていると衣類や寝具へのカビの繁殖原因などに
なりますので換気と掃除をこまめにしましょう。
除湿剤をつかう
除湿と消臭効果のある
「炭」がおススメです。
お天気の良い日に天日
干しをすれば何度も
使用することができ
経済的にもお得です。

モノを詰め込みすぎず、こまめな換気を
少し余裕があるくらいの量で、押し入れの
中に空気の道をつくるのがおススメです。
スノコを押し入れの壁面と床面おいて
風の道をつくりましょう。湿気を吸い
やすい布団は、上段に収納します。
左右の襖を少し開け、片方から扇風機で
風を送ると湿気をとばすことができます。

卒
2018 年度新
募集スタート

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！
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
『ナチュラルショップ空まめの木』３周年を記念して
仕事場がなかなか重ならない駿河屋スタッフですので、
工作コーナーが５月２１日にオープンしました！
駿河屋の得意分野『木』を使った工作を大人から
全員が揃うということはなかなかめずらしいのです。
子供まで存分に楽しんでいただけます！
そして、今回の親睦会の一番の理由は新入社員！
モノづくりの楽しさをあじわってください！
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
販売している手作りキットや端材をつかって
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、
好きなモノをつくってみてくださいね！
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 (^^;)
料金・時間
10：00 〜 12：00 / 13：00 〜月から新しいメンバーと
15：00 / 15：00 〜 17：00
いっぱいコミュニケーションも取れ、4
定休日：木曜日
【場所使用料】 1 コマ：120 分 500 円（税込み）
一緒にがんばります！

コーナー

宿泊体感型モデルルーム

「空まめの木」

整理収納アドバイザー
雪村

体感会 ＆ 相談会

駿河屋のプランナー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。

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 : 7 月 14 日（金） 15：00 ～
8 月 19 日（土） 15：00 ～
場所 : 駿河屋（墨田区向島 1-24-16）
ご興味あるかたは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

要予約
限定４組
1 組 1 時間位

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

6月10日(土)
午前 10 時～午後 4 時

