ご協力ショップ

商品券

駿河屋の商品券です。

感あふれるどんぐりの

下記、ニュースレター

ストラップ。

設置ご協力店の欄の

アサダとナラの２種類の

オレンジ色 のお店で
ご使用いただけます。

まめの木

イヤホンジャック付

ストラップ

空

正解者から抽選で１名様に商品をセットでプレゼント

7 月号 解答欄
ヒント：夏の風物詩

氏名
住所

（ペンネーム）

100ml 1,512 円

〒

℡
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！

編

集

後

記

息子の小学校の運動会に行ってきました。最近は私の
子供の頃の運動会とくらべるとずいぶん様変わりして
いて驚きます。学校に入るのも受付があっ
たり、6 月の開催だったり。中でもお昼を
一緒に食べられないというのはちょっとさ
みしい・・ですが子どもの安全のため学校
も頑張ってくれていて安心しました。
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）

フォトコンテスト
かき氷

丸太切り会場

駐輪場

わたあめ
焼き台

道路
工作コーナー

風鈴づくり

いいね！

更新中！

マッサージ

梅

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

～

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

ヨガ教室

２階モデルルーム

展示販売スペース

フェイスブック

自然

更新中！
FB

酒＆

梅 酢

告

イベント報

づくりワークショップ

梅酒・梅酢シロップつくりのワークショップを開催しました。
今回は有機栽培をはじめ、農薬・化学肥料・除草剤を一切
使用せず機械にも太陽光発電を取り入れた人にも環境にも
やさしい駿河屋らしい梅が入手できましたので、
｢梅酒・梅酢づくり｣初開催の運びとなりました (^o^)
少人数の開催ではありましたが、会話も弾み和やかで
スタッフにとっても豊かな時間となりました！
イベントの様子はブログでも
ご覧いただけます。QR からどうぞ

10 時〜 12 時

さらに詳しい

風鈴づくり 12 時〜 16 時

情報は Web で

表彰式 13 時〜

ご覧ください！

名前応募
フォトコン

ピンボール

1 階店舗

タイムスケジュール
ヨガ教室

流しそうめん

受付

『空まめの木』

fax：03-5637-1180】
締切は 7 月末日まで。正解と当選者は 9 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 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」

ガレージ

駿河屋は今年創業 360 周年を迎えることが
できました！これまで支えてくださったみなさま
への感謝をこめて夏まつりを開催します！これまで
駿河屋へ来られたことのない方も、みなさんで
お気軽にご来場ください！

会場案内図

休憩所

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

7 月号

まつり

創業 360 周年

野菜つかみ

射的

（税込み）

駿河屋

日

（日）

おすすめ

一般的な虫除けに含まれるディートなどの
化学薬品を一切使わず、 天然成分 100％
で出来た虫除けスプレーです。
虫除けに効果のあるシトロネラ精油他７種類の
精油をブレンドし、 香りもよく、 ミネラル豊富な久米島の
海洋深層水をベースに、 抗菌作用の高い月桃の蒸留液を
配合しているので、 お肌の乾燥も防ぎ、 きめも
整えてくれます。 合成保存料 ・ 合成香料無添加

表現しています。

月

～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！～

お肌のナチュラルガード

木でどんぐりの色合いを

2017 年

空まめの木

ヨコのキー

1000 円

プ

ルショッ

ナチュラ

木目が美しいナチュラル

クロスワード

ト
セットでプレゼン

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 軽い物に重みを加える
ために付ける物

5 月号当選者 横浜市在住 M 様
おめでとうございます！

３ 木材などの接合に用い
る一方の先端をとがら
せたもの。大工さんの
必需品

5 月号の答えは ホトトギス でした。

４ フランスの首都

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

５ 液体に圧力をかけ、霧
状に噴出させて吹き付
けること。また、その
装置。霧吹き。

12

11

針のような葉をたくさ
んつける常緑樹。

11

物事や健康の状態のこ
と。調機械などの調子
「体の○○○がいい」

12

８ 生きている物。生命の
あるもの。せいぶつ

10

９ 白色人種に属する人

9

タテのキー

8

２ 長い柄の先に布などを
つけたそうじ道具

7

３ ブナ科クリ属の落葉広
葉樹。いがに包まれた
実を付ける

6

４ 駐車することを英語
で。「○○○○○エリ
ア」

5

５ 砂地の浜辺。海水浴場
などとして、観光や保
養面での利用される

4

６ 例を挙げて示すこと

10

3

７ 明確な根拠がなく、自
分だけが感じとるこ
と。
「足音が聞こえたが
○○○○かな」

2

足を包み、厚い底の付
いたはき物

1

マッサージ

12 時〜 13 時
14 時〜 16 時

流しそうめん ※４回開催
11 時 /12 時 /13 時 /14 時
※その他のものは終日開催です
※時間は変更する場合がございます。

新聞折込の 終了 のお知らせ
いつも『空まめの木』をお読み頂きありがとうござ
います。毎月「体と心がよろこぶ暮らし」のご提案
としてお届けしておりました『空まめの木』ですが、
今月号をもって新聞折込を終了する運びとなりました。
いままで新聞折込でご愛読されていた皆さまに厚く
御礼申し上げます。尚、
『空まめの木』の発行は引き
続きおこなってまいります。ご希望の方には無料郵送も
おこなっておりますので今後ともご愛顧の程よろしく
お願いいたします。

郵送の登録をして引き続き
お会いしたいなりん！

無料郵送をご希望の方はこちらまでご連絡ください
TEL：0120-124-029

Mail：info@surugaya-life.jp

メールには郵送先のご住所とお名前、連絡先をご記入ください

自然素材 施工事例 東京都
Data ：

Y 様 O 様邸
（2 世帯住宅）

Material ：
【床】

【面積】

193 ㎡

【工期】

6 ヶ月

【建物】

木造新築戸建て

工事費内訳 /
解体 木工事 建具工事 塗装工事

静岡天竜産 杉
（葉枯らし ・ 天然乾燥）
【壁】 竹皮入り和紙クロス
【天井】 布クロス

電気工事 内装 設備工事 屋根工事 内装 畳 断熱工事

Y 様邸 O 様邸の設計のポイント
自然が大好きで庭いじりが大好きな２世帯の家族が
同居する家でしたので家の中から常に庭が見える日当り
のいい空間にしました。
土間と庭が親子三世代の程よい距離感をつくり出し、
いいコミュニケーションの場となって
います。 2 階の開放的なリビング
と 1 階の広い縁側は、 四季折々の
庭の姿を望みながら団欒して過ごせ
設計担当 坂元
る場となりそうです。

畳の力で集中力

住まいのアイデア

本格的な夏までもうすぐですね。 気象庁の予報では今年は猛暑だそうで
す。 ちょうど 1 年前の 7 月に熊本県で畳の原料となるイグサ収穫の研修に参
加させてもらいましたが、 猛暑と聞いて暑い熊本での研修を思い出しました ^^;
と、 いうことで今回は畳のお話です。
畳の部屋は 「集中力がアップする」 とか 「子供部屋が和室だと頭が良く イグサ研修中 （奥山）
なる」 なんて話を聞いたことありませんか？ これ実は科学的にも証明されていることなんです。
イグサには 「フィトンチッド」 「バニリン」 といったリラックス効果のある成分がふくまれていること、
音を吸収する 「吸音性」 があるため静かで集中しやすい環境がつくれること、 「調湿効果」 がある
ので夏も冬も快適な湿度を保てること、などの理由からリラックスできる空間を生み出すからなんです。
ですので、 夏休みの宿題は畳の部屋でおこなうと効率があがりますよ！
畳の中にはビニールで作られたものや和紙を樹皮でコーティングしたもの、
中国製の薬剤で色染めしたものも多くあります。 それらの畳はイグサの持
泥染めで仕上げた畳表 つ機能のすべてはありませんので購入の際はご注意くださいね。 編集長 奥山

講座

娘に誘われ、恐いモノみたさで東京ソラマチで 6 月に
開催されていた「キモい展」にいってきました。
文字にするのもイヤな「ぞ～っ」とするような虫や
爬虫類たちが・・。
「キャーっ」
「お～っ」と声を
整理収納アドバイザー
だしたら意外とストレス解消になっていました。
雪村

時短生活！意外と便利な収納場所
高２の息子と東京ドームに巨人戦を観戦してきました。ビールも我慢して久しぶりに息
子と色々と話しをすることが出来てとっても良かったです。建築士の親父の為に、数学が
苦手なのに大学受験を理系に定めた息子を、父親としてしっかり応援してやりたいと思い
駿河屋九代目当主
（いちます）
一桝
ました。さて今月はいよいよ 360 周年の夏祭りです！この日に向けて、
沢山の皆さんが「箸
づくり」にチャレンジしてくれました。作ったお箸をもって、ヒノキ台の流し素麺を
食べたり、沢山の美味しい楽しいことを準備して、スタッフ一同お待ちしております
ので、是非皆さんお越し下さい！この「空まめの木」の「新
聞折り込み」は、この 7 月号をもって「休刊」となります！
長らくのご愛顧を感謝申し上げます。是非引き続き「自宅に
送って！」という方は、当社へご連絡下さい。引き続き毎月
ご自宅へお届けさせて頂きます。夏祭りでもニュースレ
ター申込受付をしていますので、おまちしております！

キッチン

くすり

常備薬やハンドクリームを
キッチンの引き出しや棚に
セットしておくと
「あっ何だか調子悪い・」
さっと薬を飲みたい時に、
水が近くにあるので便利です。
水仕事の後にはハンドクリームをさっと出して。

玄関
ポケットティシュや
ばんそうこう、ガム
テープなどを玄関に
常備しておくと
「あっ昨晩バックに
いれわすれた！」「あっなんだか靴擦れ
しそう・・」「服に糸くずが・・」でも
靴は脱ぎたくない！外出前のそんな時間
の無い時の為に便利です。

グリーン電力を導入しています！
親睦会をおこないました
駿河屋では自然エネルギーの利用の普及と促進を目指しバイオマスを

現場発信！
先日は隣地との境界にウッドデッキ材で
フェンスを設置させて頂きました。
使用した素材は東南アジア原産のウリン材、別名：アイ
アンウッド（鉄の木）とも呼ばれ超硬質で抜群の耐久性
工事部 黒田 を持ち 100 年腐らない木と言われています。しかし、そ
の分とても硬く重いので運ぶのにも切断するのにも
一苦労です！ビスは専用のウッドデッキビスを使用
しますが、最初に下穴をあけてからビスを止めない
とビスがなかなか入っていきません。大工さんも硬
い木と格闘しながらしっかりと納めてくれました。

お誕生日会！
5 月が誕生日だった鯨井 ・ 奥山の誕
生日をスタッフに祝ってもらいました！
照れもありますがやっぱり祝ってもらう
と嬉しい誕生日！みなさんありがとう
ございました！
これからも社員一同、 力を合わせて
邁進していきます。
さて、
次は誰の
誕生日
かな？

卒
2018 年度新
募集スタート

先日、駿河屋のスタッフで社員親睦会を行いました！
使用し発電された 「グリーン電力」 を導入しています。
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
工事現場で使用する電力にはグリーンエネルギーを
仕事場がなかなか重ならない駿河屋スタッフですので、
使用し地球環境にやさしい家づくりをおこなっています。
全員が揃うということはなかなかめずらしいのです。
そして、今回の親睦会の一番の理由は新入社員！
グリーン電力とは、風力や太陽光、バイオマス（生物資源）などの
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
自然エネルギーによって発電された電力のことなんだよ！
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、
石油や石炭などの化石燃料による発電は、発電するときに CO2
（二酸化炭素）が発生するけど、自然エネルギーによる発電は
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 (^^;)
発電するときに CO2 が発生しないんだって！だから、環境への
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
負荷が小さい地球にやさしいエネルギーなんだね。
一緒にがんばります！
宿泊体感型モデルルーム

「空まめの木」

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

7月15日(土)
午前 10 時～午後 4 時

