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　娘とバイクツーリングしてきました！横浜の赤レンガと大桟橋でランチして、 中華街で
タピオカドリンク飲みながらカミサンへの大好物の月餅を購入。 当日は僕のバイク用グ
ローブが盗まれたりとトラブルもありましたが、 娘とバイクで出かけられた僕は、 気分
も上々でなにがあっても怒る気がしません！父親ってホント、 娘って可愛いって思うんで
すね～ （しみじみ）。
　よし！次はカミサンを落とすゾ！と息巻いてカミサンに 「ねーねー　
ツーリング行く？行かない？行きたい？行こうね？行こうよ！
お願い <(_ _)>」 などとウザく絡みつくも当のカミサンは
「あー」 とか 「うー」 とか、 携帯をみながら言うだけで全
くツレナイ様子。
　愛犬のハナちゃんといるときだけがご機嫌なのですが、
息子とハナがいなくなって、 僕と二人っきりになったら、
生活はどうなってしまうのでしょうか！？
どなたか良きアドバイスをお待ちしております！

広報  奥山

工事部  山本

社長のひとりごと

家づくりをきっかけに  『体と心がよろこぶ暮らし』  を考える建設・不動産会社です

駿太郎
＆

するりん

不動産部  山崎

事務  雪村



【これからの季節　冬の寒さ対策について】
11 月になりこれから益々寒さも厳しくなってきます。 冬になるといつも気になることはやはり断熱に関する事

です。 一口に断熱といっても二重サッシだったり家自体の断熱だったりと様々な物が
ありますが、 その中でも一番身近で簡単なもので対策をするなら窓周りの環境を整える
のがお勧めです。 二重サッシを取り付けたりガラスを複層ガラスにしたりすると効果
は大きいですがそこまでする必要もないという方はカーテンを断熱性の高い物にして

講座

住まいの現場担当者が教える！

工事部 黒田

みたりカーテンの丈を長くして窓からの冷気を防いだりする
だけでも効果が感じられます。
 カーテン以外ではハニカムスクリーンという商品もあります
が、 こちらは蜂の巣状の構造になっていて中の空気層が
熱を伝わりにくくして断熱効果を高めます。
カーテンを買い替える予定のある方や寒さで困っている方
は一度検討してみてはいかがでしょうか。

整理収納アドバイザー
雪村

～　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　～
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蜂の巣 （ハニカム） 構造で窓の
熱の出入りをカットします

塩麹づくりの
　　ワークショップ

田んぼ学校 「稲刈り」

サツマイモ
  掘り

戸田の塩を使った塩麹の

ワークショップは大成功でした！

　特に当日に仕込んでみなさんで

いただいた甘酒が大好評！

今年は稲刈りは当日にまさかの

台風直撃！苦労して収穫したお米は

きっと美味しさも倍増している

　　　　　　　　　　はず！！

つちからの会市原農園でサツマイモの

収穫をおこないました。 写真は作業前。

　芋掘り後はクタクタで写真は

　　お見せ出来ない状態に ・ ・ (^_^;)



空まめの木
2017 年 11 月号

Data ：

【建物】　戸建て住宅　築 28 年   　
【工期】　90 日  　【費用】　500 万円

【床】　奈良吉野産　ヒノキ  （無垢材　床暖対応）
【壁】　北海道稚内産 珪藻土 （メソポア珪藻土含有 80％）
【畳】　熊本八代産　肥後畳　　【塗装】　荏胡麻塗料

Material ：

　築 28年　中古でご購入頂い
た物件を　お住まいになる前にリ
フォームさせていただきました。 　 
施主のＨ様はおじい様が昔　吉
野で林業をされていたそうです。

世田谷区 H様邸の設計のポイント自然素材 施工事例

ですので今回は　Ｈ様のルーツともいえる　奈良
吉野の桧を贅沢に使うことといたしました。 
　床フローリングには床暖房対応の奈良吉野産
の無垢材の桧を使用しています。 壁には北海道
稚内産　純度 80％の厳選珪藻土そして和室の畳
には熊本八代産　い草。 お子様の秘密基地に
なりそうなロフト部分も自然素材で仕上げ　体へ
の優しさを考えました。 駿河屋の厳選素材を使
用しご夫婦のご希望だった森林の中にいるような
深呼吸したくなる家へのリフォームとなりました。

　駿河屋は、 今年 360周年を迎える、 自然由来の体に優しい素材、 いわゆる 「自然
素材」 をつかった建築を得意とする建築・不動産会社ですが、 ただ家を造るだけの会
社ではありません。 「衣・食・住」 の質的向上をめざし、 住まうご家族の健康はもちろ
ん、 最新の建築技術と設備を取り入れながら、 工事の現場では地球にやさしいグリーン
電力を使用し、 周辺環境や自然環境にも負荷を掛けない住まい創りを提案しています。

駿河屋ってどんな会社なの？

地域のオススメ店のご紹介！
空ゆけ未来工房 バーガー屋SUN

　就労継続支援施設の 「空ゆけ未来工房」 さんに併設
された バーガー屋 SUN 。 その名に負けないボリューム
たっぷりのハンバーガーが自慢のお店です。
　店内で手づくりされるハンバーガーは牛肉 100％のパ
ティと地元の新鮮野菜、 そして同施設で作られる手づく
りの特別なバンズを使用するなど とことん素材にこだ
わっており、 地域の方はもちろん噂を聞きつけて川崎な
ど遠方からのお客さんも多いんだそうです。 ハンバー
ガーの美味しさにその理由にも納得です！
　実はこのニュースレターの封入作業も未来工房さんで
おこなってもらっているんです。 いつも明るい従業員のみ
なさん。 バーガー屋 SUNも明るく和やかなお店でした！
11月 11日には未来工房でお祭りも開催されます。 ハ
ンバーガーの販売もありますのでぜひお越しくださいね！
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11月18日(土) 10時～ 16時

体感会 ＆ 相談会
宿泊体感型モデルルーム 「空まめの木」

要予約
どちらもお申込みは TEL・メールにて

03-5637-1179

無料 限定 4 組

図面などあれば
ご持参ください

info@surugaya-life.jp

　はじめまして！ 10月から駿河屋の

不動産部に加わりました山崎と申します。

高知県出身で小さな頃からたくさんの

自然に囲まれた環境で育ちました。

　住まい探しを通して、 皆さまに自然

素材の良さや豊かな暮らしをご提案

できる不動産屋さんになれるよう努力

してまいります。 不動産部 山崎

プランナー 西

不動産のコトや

そうでないコトも

いろいろお話します！

いーにほん　おーがにっく

住所 東京都墨田区横川 4-11-2
TEL 　03-6658-4933　
時間　10:00～ 16:00
定休日　土 ・日 ・祝日
sorayuke@33kai.com

LDK

するりん＆駿太郎

不動産的コラム
不動産のことなら
なんでもご相談ください

お店のみなさんからひと言

火曜日 ・木曜日は区役所でも
　　　　販売していますよ！

店内ではクッキーやケーキも販売中！
　　　　ワンちゃん用のクッキーも大人気です。

ハンバーガーセット 750円
ポテト ピクルス (店内 )

飲み物　付き

家づくりをきっかけに すで社会設建るえ考を  』しら暮ぶころよが心と体『  

設計担当 坂元

ロフト

キッチン

和室

ニュースレターお届けします

無料郵送をご希望の方はこちらまでご連絡ください

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
TEL ： 0120-124-029　 Mail ： info@surugaya-life.jp

今お読みのニュースレターを毎月ご自宅へ郵送いたします！

新月の木 伐採ツアー ～木こり体験をしよう～

※小雨決行　伐採はノコギリでおこないます

◇日時  12 月 16 日 （土）
◇場所　天竜 T.S. ドライシステム協同組合
（静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家 3818-11）
◇参加費　大人 2000 円　

※現地集合 ・ 現地解散

ご自身で木を伐る家づくり
　駿河屋は山にご一緒し、 お客様の手で実際に 「新月伐採」 を
体験して頂く事が可能です。 伐採した木は、 葉がらし天然乾燥の
後、 家族を末永く見守る大黒柱や温もりあるフローリング材となります。
貴重な体験を伴う住まいづくりに是非参加しませんか。
元材木業だからこそ実現できる、 木の温もりや素性と木の育った環境、 そして林業家の方との
対話、 「人」 「自然」 「時間」 のつながりを肌で感じる貴重な体験。
現在募集中の 「新月の木伐採ツアー」 でも林業家のサポートのもとご自身の家で使う柱や
床の木を自分で伐っていただけます。 ご自身の住まいづくりの第一歩から参加しませんか？

わからない事は

お気軽に

お問い合わしてね！

現在 『新月の木 伐採ツアー』 お申込み受付中！！

グリーン電力施工中



　11 月になりました。 季節は一気に秋
から冬へ。 街も年末の雰囲気に変わりだすんです
よね。 年末といえば毎年クリスマスプレゼントの用
意で奔走している気がします。 12 月に入ってからだ

と人気のあるおもちゃは売り切れているんですよね。
毎年痛い目にあっています (T_T)
今年は慌てるのがいやなので、 そろそろ準備をした
いんですが、 サンタに何を頼むのか子供から聞き
出すのもなかなかむずかしいんですよね。
　　　　　　　　　　　　　　　広報　奥山

 

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

９月号当選者 おじゃ 様おめでとうございます！
９月号の答えは ジュウゴヤ でした。

11月号 解答欄

氏名　　　　　　　　（ペンネーム）

住所　〒　　　　　　　　　　　

℡

【解答はＦＡＸ又はご持参、ご郵送ください　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！

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！

ヒント：秋の香りとともに・・

正解者から抽選で１名様に商品をセットでプレゼント
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クロスワードパズル

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　●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　●小さな硝子の本の博物館　●たとぱに ●二階
の食堂 kanegafuchi　●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」　●若葉接骨院

駿河屋の商品券です。
下記、 ニュースレター設置ご
協力店の欄のオレンジ色のお
店と空まめの木でご使用いた
だけます。

無農薬自然農法の生姜を皮
ごと丸ごと 135g使用。 お料
理にちょい足しで、 美味しさ
アップ、 身体もポカポカに。

ご協力
ショップ

セットでプレゼント

スパイス生姜

商品券
（1000 円分）

10121315 1114

A B C D E

自然派コミュニティ 「つちからの会」 では、 自分達が生産者になることで、 受け
取ることへの｢感謝｣や｢ありがとう｣を感じる為に、 お客様と一緒に野菜作りや米づく
り等もしています。 また、 子供たちが自然と触れ合う場やモノづくりの楽しさを感じ
てもらえる楽しいイベントも開催しています。

　駿河屋は 「私たちの欲しい素材を皆様に」 という想
いを大切に、 住まい作りに取り組んでいます。
　衣食住の質的向上をめざし、 住まいだけではなく
“ こだわりの雑貨や安心な食べ物 ”でも、 日々の
暮らしを彩るお手伝いができたら、　そんな想いを込めて
「空まめの木」 をオープンしました。

ナチュラルショップ 「空まめの木」について

自然派コミュニティ 「つちからの会」 ってなに？

住

営 電

東京都墨田区向島 1-24-16-１階

AM 11:00 ～ PM 5:00 0120-124-029 ( 駿河屋 )　

休 毎週木曜日

空まめの木
ナチュラルショップ

『空まめの木』
フェイスブック更新中！
https://www.facebook.com/soramamenoki

～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！～

お手入れも
直射日光が当たらない
風通しのよいところで、
自然乾燥させるだけなりん。

無垢の杉の万年カレンダーづくり無垢の杉の万年カレンダーづくり無垢の杉の万年カレンダーづくり

【日程】　11月 19日 （日）　ＡＭ10 ： 00～

【場所】　駿河屋 （向島 1-24-16）

【参加費】 5400円

【定員】 20名

今年はさらにパワーアップしての開催です！
杉の木の幹の丸みを残した耳付き板を

使用してつくるカレンダーは一生モノですよ！
数に限りがありますのでお申込みはお早めに！！

空まめの木
2017 年 11 月号

お申込みや詳細はホームページから →
お申込みや詳細はホームページでも →

◇日時  12 月 3日 （日）
第 1部 10:00 ～　第 2部 13:00 ～
◇場所　駿河屋 （向島 1-24-16）
◇参加費　2,160 円 （税込）　
◇定員　各 5名　

～　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　～
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いーにほん　おーがにっく

昨年大好評だった
　カレンダーづくり。

駿太郎
＆

するりん

家づくりをきっかけに すで社会産動不・設建るえ考を  』しら暮ぶころよが心と体『  

いいね！

栃木県産の桧でつくられた湯桶です。
お風呂にヒノキの香りが広がり、 リラックス。
おうちで毎日温泉気分が味わえます。♨
寒い冬は、 湯船にゆったり浸かって、
温まってください。

代表が高知で
仕入れてきた

☆桧の湯桶

（直径 22.5 ㎝） 3,780 円 （税込）

今月のオススメ①

ワークショップ ワークショップ

クリスマスに飾るオリジナルの
ツリーをつくってみよう。
木のツリーにりデコレーション！
デコ素材の持ち込みも OKです！
手づくりツリーでクリスマスを盛り上げよう！！

クリスマスツリーを
つくろう！！

お問合わせ ・ お申込みは 0120-124-029


