
流しそうめんには

参加条件があるので

気をつけてね！

2018 年 4 月号

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

しゅんたろう
＆

するりん

～　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

　花粉の季節は洗濯物を外に干せない！という方も多いのではないでしょうか？
自然素材と言われる無垢の木や珪藻土の壁は余分は湿度を吸収し、乾燥時には排出するという吸放湿機能
があります。こうした素材で室内を仕上げることで室内干しで
もカラっと乾く部屋になりますし部屋干しでも室内の湿度が比
較的安定した部屋になります。
　また、浴室乾燥機や洗濯機の乾燥機で乾かす方法もあり
ます。最近のユニットバスは、オプションで浴室乾燥機が付け
られたり、壁にはランドリーバーも取り付けることが出来たりと、
浴室を乾燥室として利用して洗濯物を乾かせることが可能で
す。また、後付けの浴室乾燥機もありますのでユニットバスで
なくても設置は可能です。

【 室内干しを可能にして花粉対策！ 】

特に珪藻土は調湿効果も高く
室内干しでもカラッとした室内
を保てます

現場担当者が教える！ 住まいの

工事部 黒田

【田植え日程】　６月１０日 （日）　ＡＭ10 ： 00 ～１２ ： ００頃

　【定員】　
約 60 名様

　【お申込み】 5月 28 日まで

　【料金】

【稲刈り日程】　１０月１４ （日） ※予備日２１日 （日）

現地集合

料金には、 「田植え」 「収穫」 の 2回分となり参加の有無に関わらず、 償却します。

< 収穫保障 >お米を収穫時にお米 1 キロ。 お米のお渡しは収穫後に駿河屋にて

おこなわせていただきます。 （送料ご負担で郵送も可）

田んぼ体験学校第９回

　【場所】　埼玉県南埼玉郡宮代町字山崎 777-1 
東武スカイツリーライン 「東武動物公園」 駅から徒歩 15 分

・ 駅西口より 「東武動物公園」 行きバス利用可　 ・ 無料駐車場あり

田植えは雨天決行、 稲刈りは両日とも荒天時 （台風など） は中止となります

　大人 5,000 円　子供 3,000 円
田植え ・稲刈り
収穫米 1ｋｇ 付き

しゅんたろうするりん

　※定員になり次第終了

しゅんたろう

～無垢の木でお箸をつくって流しそうめんに参加！～
※ 流しそうめんへの参加には事前の 【お申込み】と【お箸づくり】が必要です！

【お箸づくり期間】 7 月 28 日まで開催中！
【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

月

日（日）

第７回 駿河屋チャリティー祭

流し
そうめん 丸太切り

大会

風鈴
づくり射的

露店

お絵かき
コンテスト

７ 29
10時～15時

今年も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！

Data ：

【面積】 95.43 ㎡   【工期】 90 日
【建物】 戸建て住宅　築28年

【床】　天竜産　杉 （新月伐採、 天然乾燥）
【壁】　稚内産 珪藻土 （メソポア珪藻土含有80％）
【天井】　布クロス

Material ：

　以前から住んでいた家のスケルトンリフォームで
す。 工事前は１階が LDK で、 日中でも日当り
が悪く特に冬はとても寒い家でした。
　日当りを良くするために、 生活の中心をこれまで
の１階から２階に移すことを提案させて頂きました。
さらに寒さ対策として、 断熱をしっかりとし床暖
房も入れています。 家が生まれ変わった事で、
ご家族も明るくなって、 お子さんの奏でるバイオリ
ンも楽しげになったような気がします。
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自然素材 施工事例
素敵なお宅を施工させていただきました！
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お申込み
受付中
なリン！

お箸をつくって

流しそうめん
に参加

『空まめの木』でお箸をつくれるよ！　

※ 詳しくはwebで

お祭りの売上は墨田区社会福祉協議会へ寄付いたします

　　



　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

　僕はある慈善団体に所属して10年近くになります。その団体では、先輩経営者の皆様に、日々
色々とご指導を頂いています。今の駿河屋の事業内容もここでの活動を通じた学びが形となった
と言っても良いかもしれません。
　さてさて、そこでのプロジェクトの今年のメインであったミャンマー学校建設プロジェクト。
先日、開校式を迎えたので行って参りました。ヤンゴンから
5時間もデコボコ道にゆられ到着した村には、黄色い花束を
沢山もった子供たちが迎えてくれました。
今までの藁葺き校舎では災害で無くなることも多々あった
ようですが、今回の鉄骨造はきちんと国に学校として認可

社長のひとりごと

されるので、国費で先生が派遣されるので、
子供たちはきちんとした教育を受けることが
出来るようになりました。
夏祭りでは皆さんに協力頂き、使わない文
具集めをしようか現在考え中です。

桜の季節がやってきましたが、 今年の
我が家は 「小学校の入学式まで花が
もつか」 が心配の種なんです。 やはり入学式 =
桜ですよね。 今年にかぎっては、 葉桜もキレイと
か言ってられないんです。

2 月号当選者 かず 様おめでとうございます！
1 月号の答えは トウキゴリン でした。

～～～　クロスワード当選者発表　～～～

不動産のことならなんでもご相談ください
《これから家を買う方に気をつけてほしい事》

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

4月21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

2019 年度新卒募集中！

2019年度新卒者（第二新卒者） を
対象とした会社説明会開催
【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！

建築家  坂元

 

 

 

靴下等はカゴで仕切る

整理収納アドバイザー
雪村

【立てる収納のメリット】
・見つけやすい
・取り出しやすい
・持っている衣類の数が把握できる

4月になり、クローゼットやタンスの引き出しなど、春夏の
衣類へと変えなければならない季節ですね。
引き出し収納では、平積みしてしまうと一番下の衣類を
出すとき取り出しにくいですよね。
そんな時は、衣類も立てて収
納しましょう！

～取り出しやすい衣類の収納～

　家を手放すもっとも多い理由は何だと思いますか？
なんと１位は「家が生活スタイル・家族構成に合わ
なくなってきたから」です。
せっかく買った家に住みづらくなるなんて、なんだ
か残念ですよね。
　
　駿河屋では、将来に渡って暮らしの変化に柔軟
に対応できる「間取変更のできる家」をお薦めして
います。それはツーバイフォー住宅や
壁構造の鉄筋コンクリート造住宅では
なく、一般的な木造住宅やマンション
などです。
　長く住める家を探すときは、
間取変更が可能かどうかが、
とても重要なのです。

Cafe883は平成29年度、食品衛生優良施設として表彰されました。
墨田区の数ある飲食店の中から他店からの推薦と保健所の検査を
合格して頂いた表彰です。
平成29年度は19店舗が表彰されました。
これからも食品衛生に心掛け美味しいものをご提供出来るように
頑張って参りますので皆様宜しくお願い申し上げます。

cafe883
東京都墨田区押上 2-5-4   TEL 03-6658-5673
 12:00〜22:00(LO. 21:30) 火曜日〜日曜日
・定休日は月曜日
月曜日が祝祭日と重なった場合には営業し翌日火曜日を休みます。

フェイスブック更新中！

６月に上の娘が
結婚するのです
が、その前に衣装
の写真をとるそう
で見に行くことに
なりました。

全然実感がなかったのですが
、本当に嫁に行くんだなぁと思
い、少々さみしい父親です。

スカイツリー北側の曳舟川通りにある cafe883 は真空低温調理されたお肉とハンド
ドリップコーヒーがとっても美味しいお店です！ひと際目を引くオレンジ色の外観が目印！
おすすめ料理は一番人気の『ポークジンジャー（850円）』と、写真の『鳥ももハーブ
焼き(850円)』。ぜひお試しください。
この度は食品衛生優良施設の受賞おめでとうございました！　 　by駿河屋一同

大工棟梁
阿部

Cafe８８３ からのお知らせ

墨田区のサイトでも受賞の様子が掲載されてます


