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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　～

〒131 - 0033　東京都墨田区向島 1 - 24 - 16 - 1 階
 https://www.surugaya-life.jp　 info@surugaya-life.jp 0120-124-029

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

【 重曹ひとつで家電製品のナチュラルクリーニング 】

重曹は
人体だけではなく
地球環境にも
やさしいので
オススメです！

現場担当者が教える！ 住まいの

【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

　※定員になり次第終了

月

日（日）

第７回 駿河屋チャリティー祭

７
2910時～15時

Data ：

【敷地面積】 41.44 ㎡   
【工期】 180 日　【費用】 3,150 万円　

【床】　天竜産　ヒノキ （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％）
【外壁】　天然木レッドシダー

Material ：

　東京の古き良き下町の面影を残す人気エリアの千駄
木。 その限られた敷地を最大限に活用出来るよう 3 階
建てとし、 それぞれの階により雰囲気、 特徴が異なる
設計としました。
広い土間とシックな個室のある 1 階は落ち着いた雰囲
気に。
2 階はロングカウンターのキッチンと光の入る明るいリビ
ングをウッディな雰囲気に仕上げました。
3 階には現代の都内にあっては希少な和室＋茶室風小
上がりをつくり和のテイストとしています。
町屋文化が残る千駄木の建て詰まった界隈にあって、
明るさ、 風通しの良さを追求した
住まいとなりました。 

文京区千駄木 O 様邸
   設計のポイント

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！

しゅんたろうするりん

墨田からの
参加

まってるよ！

※ 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

　　

設計担当　竹浪

しゅんたろう

【外観】

【2 階採光】【2 階採光】

【1 階】

【2 階】

【3 階】

お申込み
締切間近！

～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！

夏まつりにむけて その①
夏まつりにむけて その②

夏まつりにむけて
その③

現在～ 7/28 まで受付中！

「小学生の部」と「未就学児の部」で受付中。
応募期間：２０１８年３月～６月末日まで
応募用の画用紙は店舗にて配布中です！

～お絵かきコンテスト開催～
テーマ：君の未来のお家に

“駿太郎とするりん”を招待してね！

※ 応募いただいた絵は夏まつりで展示、
優秀賞には表彰し描いてもらった絵を
マグカップにしてプレゼントします！

応募してね！

するりんしゅんたろう

　～鉛筆やノートを
ミャンマーの子供たちに
届けよう！～

夏まつりで回収ボックスを設置いたしますので
【ノート】 【えんぴつ】 【色えんぴつ】 【消しゴム】 
（使いかけで OK） のご寄付をお願いします！

※ 詳細や寄付の
経緯など
コチラから→

【電子レンジのお掃除に】　レンジの汚れには、コップ１杯に重曹大さじ１を溶かして、レン
ジで５分チンします、扉を閉めたまま２０分ほど待ち、電子レンジ内を蒸らします。すると重
曹を含んだ蒸気によって汚れが浮くので、あとはアルコールで拭き掃除をするだけ！

【キッチン周りのお掃除に】　簡単な汚れは重曹スプレーを吹きかけて拭き取るだけ（重曹
スプレーの作りかた：水100ｍｌに重曹小さじ1杯をスプレーボトルに入れて振るだけ）
油汚れが気になるコンロ周りには重曹ペーストを塗り少し放置した後、磨くようにお掃除して
下さい（重曹ペーストの作り方：重曹3に対して水1を混ぜるだけ）

【洗濯機のお掃除に】　洗濯機にぬるま湯をいっぱいに入れ重曹を1カップ（150ｇ程度）入
れて洗いモードで回します、その後水がたまった状態で一晩放置します。
翌日浮き出たゴミをすくい再度洗いモードで洗濯機を回し汚れが出なくなったら、すすぎを
して完了です。

※店舗でも受付中！

重曹は料理にも使われる人体に優しいアイテム。子どものいる家庭でも安心ですよ。　　一桝が慈善活動で
　建設に携わったミャンマーの学校の
子供たちへのプレゼントを募ります！



　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。

　皆さんのゴールデンウィークはいかがでしたか？この原稿は４月初旬に書いているので、僕は
現在ゴールデンウィークの妄想まっただ中です。
　去年は奥秩父から奥多摩まで7日間かけて山を歩いてきました。食料は全部背負ったので歩き
始めは25kg！でも登山道歩きだったので、山小屋でビールの補給が出来て極楽登山でした！

普段料理をしない僕は軽量化メニューを計画していったのですが、なんと！
カレー粉ってカレーにならないんですね・・。　初日は乾燥野菜のカレーの
つもりでカレー粉を持って行ったのですが！ 激烈不味い！ 初日から心が折れ
そうになりました。でも元気に計画より１日早く奥多摩駅に降り立ちました。

社長のひとりごと

　今年は谷川岳界隈か会津の山を一人で雪の上
を放浪しようとおもっています。
山が冬から春になるこの季節、
雪と新緑がキラキラとまぶしく輝く
中、たった一人で過ごす数日は、
僕にとって貴重な時間です。

　新年度が始まって一ヶ月経ちました。
慌ただしい一月だった方も多いのではないでしょう
か？　我が家は 4 月から下の子が小学校に入学し
てそれはそれは慌ただしい毎日を過ごしております。
慣れるまでもう少し時間がかかるのかなぁと思いな
がらも日に日に逞しくなっていく姿を見るのはうれしい
ものですね。
それにしても今年の桜！早く散りすぎです。
入学式のときにはまったく残っていません
でした！　　　　　　広報　奥山

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②》

不動産部  
　山﨑

5月19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

【対象者】 家づくりに興味のある方
【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

※図面などあればお持ち下さい！

 
 四角以外の収納用品などの仕切には、100円ショップなど

で販売している布製のミニトートバックを仕切り代わりに！
バックごとにグループ分けしておくと、持ち手がついているの
でそのままお出かけもできちゃいます。
お子さんのおもちゃだけでなくてもいろんな用途で
ためしてみて下さい。

6/2(土) 『第19回ikkAマルシェ』を開催します。
手作りバック、キャンドルワークショップ、フラワーアレンジメント体験、
ふる本、ブックカバー、読書会、ケニア紅茶、洋服のオーダー会、
占い、苔を使ったワークショップ、ヘッドマッサージ、お茶づくしランチ
などなど、楽しい手作りの祭典です。新しい作品、人との出会いが
あります！ ぜひ遊びにいらしてください。

一軒家カフェikkA(いっか)

東京都墨田区向島3-6-5   
TEL 03-5637-8773
押上駅A3出口より徒歩10分

一軒家カフェ ikkA さんからのお知らせ

「公園用」や「お出かけ用」など
“トートバック”にセットしておくと
そのままサッと持っていくだけ！

おままごとのおもちゃも、
食品とキッチン用品を
わけておくだけでも探し
やすくサッパリします。

“ミニトートバック”
        を使ってお片付け

整理収納アドバイザー
雪村

今月で２０歳になっちゃいます！！
お酒も解禁になるし、

大人だからできることもたくさん。
せっかくだからこのタイミングで心機一転！

何か新しいことにチャレンジしよう！！
と、考えている最中です。

6月2日（土）開催！
ikkAマルシェ

会場:一軒家カフェikkA 1＆2階
日時:6/2(土)　11:00-18:00
 ※マルシェ当日のみ11:00開店です
 ※１階カフェは通常営業です
 ※ランチは14時頃までなくなり次第終了
 ※ワークショップは当日来店順となります。@cafeikkA

Twitter

cafeikka

Instagram

前回はハロウィーン
に開催し、仮装して
盛り上がりました！

12:00〜18:00 　火曜、第一水曜定休  

駿河屋の自然派コミュニティ
「つちからの会」 ってなに？

　前回のコラムでは家が売却される一番の理由に
ついてお話しましたが、将来家を手離すことを考え、
買い手や借り手が見つかる家を選ぶことも家探しで
は重要です。
　これからは地方の過疎化と都市部への人口集中、
核家族化などが益々進んでいくと言われています。
そうなると、郊外の広すぎるマンションなどは将来
買い手が付きづらい物件となってしまいます。
逆に「広すぎない」「都心に近い」
「駅からのアクセスもよい」などの物件で
あれば、将来も人気が落ちにくい物件と
言えるでしょう。
家を手離すときのことも視野に入れ、
将来も需要の見込める物件を
選ぶことが大切です。


