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　１年以上前から開始した歯列矯正。 口腔内のトラブルで、 ずっと医者から勧められていたの
で始めました。 が！予想を上回る苦難に心折れそうです ・ ・ 。 １年かけてアゴを広げる治療が
終了。 先日 「笑うと見えるワイヤー」 を装着しました！ もうご飯なんて食べてたらすべて詰まり
まくるし大変！ カミサンに 「最近元気ないんだよね～ ・ ・ ・ 」 と話したら 「歯列矯正のせいだ！

絶対そうだ！」 と断言！ 
　なるほどそういえば、 歯列矯正が本格化してから元気無くなったカン
ジ ・ ・ 。 食欲もなくなり体重もいまだかつてない 62kg に！！まずい！
死んでしまう！ガンガン食べてエネルギーを充満させなくては！っということ

工事部  峯田

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

広報　奥山

事務  鯨井

で、 ２年ぶりにトライアスロン大会にエントリーしました！
ほぼ毎日泳いで走ってたら、 少しずつ大胸筋が戻ってき
ました♪レースはオリンピックディスタンスと呼ばれる、
1.5km 泳ぎ、 40km 自転車で走り、 最後は 10km 走る
というもの。
　カミサンに 「応援来て♪」 と言ったら 「ダイスケの最後
の夏の大会 （高校野球） が優先」 とスマホいじりながら
目も合わさず言われてしまいました・・・ 。 しょぼぼ～ん。

～　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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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
いーにほん　おーがにっく

　これまで毎月掲載していたコーナーの
クロスワードを今月号からお休みさせていた
だくこととなりました (T_T)
少し充電期間をいただいて、 再開した際にはまた、
みなさまからのメッセージをいただければと思います。

1 月号当選者 みーちゃん 様おめでとうございます！
1 月号の答えは ユキガツセン でした。

～～～　クロスワード当選者発表　～～～

講座

整理収納アドバイザー
雪村

　３月になりもうすぐ衣替えの季節ですね。 衣替えといえばクローゼットや押入れの
中の整理に悩まされる方も多いのではないでしょうか？

　ついつい詰め込み過ぎてしまう収納ですが、 詰め込み過ぎ
はカビや結露が発生する原因でもあります。 そんなカビ、 結
露の対策としては収納内の風通しを良くして湿気対策をするの
が効果的です。
　床にスノコを使用するというのはよく聞くかもしれませんが、
壁際にも床と同じようにスノコを立てて空気の通り道を作ってあげ
ると湿気が溜まりにくく換気もしやすくなります。 その対策をした
うえで扉を開放し換気を行うとより効果的です。 あとは思い
切って 「断捨離」 これが一番の方法かもしれません！

【 衣替えの際にためしてほしい！　収納内の結露対策 】

ヒノキのスノコなら湿気の
吸収の他にも防虫効果、
抗菌効果、 消臭効果も
期待できます。

現場担当者が教える！ 住まいの

工事部 黒田

不動産のことならなんでもご相談ください
《土地を購入する際、 確認するべきポイントとは？》

　購入したい不動産が見つかったとき、 買ったあと
から不具合が見つかるのは避けたいものですね。
不動産に関する情報の中には、 購入の前に
調べられるものがあります。
土地では、 以下のようなポイントがあります。
【周辺環境】 居住にあたって悪影響を及ぼすもの
　（高圧線や幹線道路など）
【地盤】 地震・水害発生時のリスク
　（地震の揺れやすさ、 浸水の恐れなど）
 駿河屋では、 必ず物件の事前調査を行います。
残念な物件のために大切な休日をムダにしたくないですよね。

クロスワードコーナー終了のお知らせ
2013 年 2 月より掲載しておりましたクロスワード

コーナーですが、この度終了する運びとなりました。

5年間ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

不動産部  
　山﨑



Data ：

【建物】　築 28 年鉄筋コンクリート

【工期】　75 日 　【面積】　99 ㎡

【工事費】 670 万円

【床】　静岡天竜産　杉
　　　　　　（新月伐採 ・ 天然乾燥）
【壁】　稚内産　メソポア珪藻土
　　　　　　　　（純度 80％） 
【畳】　熊本県八代産　

Material ：

　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

設計のポイント

自然素材 施工事例

ただき、 当社のお勧めする本物の素材をより深く知って頂くこと
が出来ました。 リビングには静岡天竜産 《新月伐採》 《葉が
らし天然乾燥》 の杉のカーペット。 壁には北海道稚内産の
　《純度 80% の珪藻土》 で施工しました。 和室には駿河屋

3月17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 無料 限定 4 組

リフォーム
新築の
ご相談は

図面など
あれば

ご持参ください

江戸川区　Y様邸　マンションリフォーム

3 月 21 日

オープンハウス

水

完全予約制

【日時】　3 月 21 日（水）
【場所】　埼玉県戸田市
【時間】①10：00 ～②11：00 ～
③13：00 ～④14：00 ～⑤15：00 ～

職人技発表会

詳細は
お問い合わせ
WEBページで

2019 年度新卒

募集スタート
　2019年度新卒者
　（第二新卒者）を

対象とした会社説明会開催
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。

【募集職種】 ・施工管理・大工
【日時】 2～ 7月の毎週金曜　13 ： 00～ 14 ： 00

詳細は
　WEBなリン！

設計担当 西

駿河屋のオススメする素材の産地まで足をお運びいただき
より深く素材の良さを知っていただきました！

のスタッフも毎年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。
　リフォームをお考えの方は、 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できますよ。

天竜産
杉

熊本産イグサ
畳製造見学

稚内産
珪藻土

埼玉エリアの方！必見です！

本物の住まいには確かな職人と

確かな素材が必要です。

駿河屋ではそうしたものづくりの

礎となるべきことを最も大切にしています。

今回のお宅でも駿河屋が全国に赴き、

その目で確認した厳選素材を

贅沢に使用いたしました。

建築家  坂元

みなさまの素朴な疑問にお答えします

静岡天竜
新月伐採体験

～無垢の木でお箸をつくって流しそうめんに参加！～

お箸を
つくって

流しそうめん
に参加

7月の

駿河屋夏まつりで

おこなう

駿河屋の流しそうめんと箸づくりイベント、 今年も開始します！

詳しい内容は駿河屋のホームページでご確認ください！

【お箸づくり期間】 3 月～ 7月 28 日
【流しそうめん】 7 月 29 日 （定員 120 名）
【料金】 お箸づくり　200 円　/　流しそうめん　500 円

するりん

　駿河屋は、 今年 361 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？

グリーン電力施工中

営 AM 11:00 ～ PM 5:00 休 毎週木曜日

『空まめの木』
フェイスブック更新中！

駿河屋のナチュラルショップ 『空まめの木』 では
オーガニック、ナチュラル雑貨など 「体も心も元気になる」
商品を取り揃えてみなさまのご来店おまちしています！

空 ま め の 木
駿河屋 のナチュラルショップ

店舗 「空まめの木」 にて流しそうめん
にお申込み。 （※流しそうめんは 7/29 開催）
※参加費 500 円 / 1 人

【流しそうめん参加券】 をお渡しします。
その際に参加する時間をお決めください。 　7/29 当日までにお箸を完成させてね！

お家でつくってもよし！店舗でつくってもよし！

参加券は当日忘れずにお持ちください！

①10 時～ ②11 時～ ③13 時～ ④14 時～
※先着順 各定員 30 名

　　　【箸づくりキット】 をご購入ください。
木の種類は ヒノキ ・ サクラ ・ クルミ 3 種類。
※200 円 /1 セット

※昨年お箸をつくった方は昨年のお箸でもご参加いただけますが、 お申込みと参加費 500 円は別途掛かります。
お申込みは店舗へご来店していただき、 参加券と引き換えとなります。

当日の持ち物は
「お箸」 「お椀」 「参加券」 です。

Ｑ.昨年つくったのがあるんだけど？
 Ａ.つくらなくても大丈夫。 昨年のもので参加できます！

お箸作りから流しそうめん参加までの流れ

駿河屋のショップ
『空まめの木』でお箸を

つくれるよ！　
駿太郎

今年も
開催決定！

お祭り内でおこなう
『流しそうめん』のお申込みと
お箸づくりのワークショップを

開始します！！

まつり駿河屋

素敵なお宅を施工させていただきました！駿河屋が開催するイベント情報
するりん

駿太郎


