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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　～
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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

【 梅雨時期の湿気、 カビ対策 】

換気は大切ですが、
雨の日などは
外からの湿気を
取りこまないことも

大事ですよ！

現場担当者が教える！ 住まいの

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！

　今年もジメジメした梅雨の季節がやってきました。
気温が上がり、雨の日や室内干し等でお部屋がジメジメとしてカビの生えやすい季節です。
カビを放置すれば健康を害する可能性もありますので早めの対策がおすすめですよ。
カビ対策としてまず大事なことは湿度を高くしないように換気を行う事。押入や収納の中
など空気が循環しないようなところは時々扉を開けて扇風機などを当ててあげると効果的
です！換気以外の方法では除湿機を使用したり、お部屋の内装に珪藻土や無垢の木など
調湿機能のある素材を使用すると湿度が抑えられて環境改善することが出来ます。

　先月号でお伝えした重曹も湿気や臭いを吸着するので押入や下駄箱に入れておくと効
果があります。湿気を吸着すると固まってきますのでその後お掃除などで活用できるので一
石二鳥です！
カビ発生を抑えるには湿度を上手に下げることがポイントです。対策をしっかりと心掛けて
嫌な梅雨シーズンを気持ちよく乗り切りましょう。

カビ対策のポイントは湿度調整。少し意識するだけでも効果がありますよ！

月
日（日）

第７回 駿河屋チャリティー祭

７ 29
10時～15時

お祭りの売上は全額墨田区社会福祉協議会へ寄付いたします

Data ：

【建物】　マンションリフォーム  　
【工期】　60 日 　【面積】　61.46 ㎡

【床】　リビング　　静岡天竜産　杉
　　　（新月伐採 ・天然乾燥）
【壁】　北海道稚内産 珪藻土 
　　　（メソポア珪藻土含有 50％）
【畳】　熊本八代産　畳　　　

Material ：

　施主さんがこの住まいを購入した大きな決め手は、 部屋に入っ
た瞬間に感じられた明るさでした。 この明るさを活かすために、 ゆ
とりある空間を心がけて設計しています。 玄関も二人同時に靴を履
けるほどの広さを取り、 その空間の広さが明るさを呼び込んでいま
す。 また、 住まい全体で扉の数を減らすことによってより空間の広
さを感じられ、 明るさを活かすことにも繋がっています。

墨田区 Ｏ様邸の設計のポイント

設計担当 大畠

施主のｏ様には
壁塗り体験で玄関、寝室の
壁を珪藻土で仕上げて

いただきました！

※ 詳しくはwebで

～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！

　～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→

※店舗でも受付中！

　　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！

厳選した自然素材の住宅。その空気感をぜひご体感ください。

完成したばかりのお宅をお借りして 1 日限りの内覧会。

～オープンルーム～
駿
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郎

す
る
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ん

（9：30 チケット販売・エントリー開始）お申込み
受付中！

お申込み
受付中！

受付中！

完全
予約制

【日時】　7 月 8 日（日）

【場所】　墨田区八広

【開催時間】　
午前　①10：00 ～　②11：00 ～
午後　③13：00 ～　④14：00 ～

職人技発表会

無垢の木材・珪藻土をたくさん使った 3 階建ての自然素材住宅です。
今回の家で使用した木は施主様が自ら伐採体験でお伐りになったものを使用しています。

そんなこだわりぬいた素材も今回の職人技発表会の見所のひとつです。

墨田区八広 ・二世帯住宅

＊写真はイメージです

工事部 黒田
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　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！

　先月のこのコーナーでは残雪のキラキラした春山に行こうと計画していたのですが、連休直前
に今年二十歳になった娘に「京都連れてって！」といわれて、野球部小僧と犬好き女房は家庭に
放置して、急遽京都へ娘と2人旅になりました。
　毎日朝6時半に起きて準備をして、9時にから毎日終日観光。夜は京
料理と美味しいお酒を娘と楽しんで来ました！ 四日間のコースはすべて
娘まかせ。着物が着たいと言えばレンタルし、よーじやカフェに行きた
いと言えば連れて行き。それはそれは格安大名旅行でしたよまったく。   

社長のひとりごと

　メルマガでも京都行きを発信していた
ので、京都のオススメ料理店やお寺での
写経など、皆さんにオススメスポットをご
紹介頂けて助かりました～。まぁなんで
すかね。娘とこうして2人っきりで旅行した
ってぇことを、ちょったぁ自慢したいだけな
んですけどねｪ。わはは。（江戸ッ子風）

　娘が小学生になったので組み立て式の
机とベッドを買いました。 シンプルで値段もお手頃な
のでまあいいかな～と思いつつも、 組み立て作業が
なぁ・ ・ と。 家具の組み立てってけっこう大変なんで
すよね。
でもまあ、 娘も気に入っているし、 しょうがないと思っ
て購入した机とベッド。 1週間ほど前に
届いてまだダンボールに入ったままです・ ・
次の休みには気合を入れて組み立てます。 　　　　
　　　　　　　　　　　　広報　奥山

不動産のことならなんでもご相談ください
《用途地域から住環境を想像する》

不動産部  
　山﨑

6月16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！

今年も駿河屋と職人さん達とで屋形船での
懇親会をおこないました (^_^)　そして、今
年は現場をきれいにしてくれている 「クリーン
マイスター賞」という賞をつくり表彰しました。
初代は大工の新井さん！
これからもきれいな現場をお願いします!!

駿河屋のナチュラルショップ

　住まい探しをするとき、物件の周りにどんな施設
や建物があるかは気になるところだと思います。
実は町の中には「用途地域」というエリア分けがあり
ます。
　用途地域は主に「住居系」「商業系」「工業系」
に分かれ、更に細分化され、それぞれに建てられる
施設や建物の高さ・面積などが制限されています。
例えば、カラオケボックスなどの娯楽施設、
危険性のある工場などは建てられる
地域が決められていたり、閑静な住宅街
にはお店が出せなかったりします。
「騒音の出る施設の近くは避けたい」
「家の近くにスーパーがほしい」といった
物件周辺の住環境については、用途地域
から調べることもできるのです。

湿気の多い時期は、菓子などは封をあけるとすぐに湿気っ
てしまいますね。保管場所と容器を使い分けて長持ちさせる
ようにしましょう！
そして買い過ぎは禁物です。決まった箱に入るだけと決めると
無駄な出費や賞味期限切れなども防ぐことができますね。

新井建築  新井将嗣

【保管場所】
光を通さない缶や密閉できる容器を使い、直射日光の当たらない高温多湿をさけ涼しい場所へ
※購入して封を開けていないお菓子の袋も酸素を少しづつ通していますよ。
　紙箱の容器と缶の容器では1ヶ月くらい缶の賞味期限が長くなるなんて話も聞きます。

★1個ずつ小袋に
入っている菓子は
缶へ保管

★小袋に入って
いない食べかけ
の菓子などは密
閉できるチャック
付きビニール袋
や瓶へ保管

整理収納アドバイザー　雪村

空 ま め の 木

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 )　

いいね！

『空まめの木』
フェイスブック

　　　更新中！
https://www.facebook.com
　　　　　/soramamenoki

cafe883
東京都墨田区押上 2-5-4   TEL 03-6658-5673
12:00〜15:00 18:00～22:00（火曜日〜金曜日）

12:00～19:00(土・日・祝)　13：00～19：00（第2日曜）

・定休日は月曜日 ※月曜日が祝祭日の場合には翌日火曜日

フェイスブック更新中！

Cafe８８３ からのお知らせ

Cafe883開店2周年の感謝の気持ち。
6月22日、23日、24日(金、土、日曜日)の
３日間はご来店いただいた方に小ぶり
ですが、ブランマンジェをプレゼント！

Cafe883は6月23日で2周年を迎えます。
この2年、何とかやって来れたのも全て可愛がって頂いた皆様のお力添えが
あってこそ。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
人のありがたみを痛い程、感じる事が出来た日々だったなあ〜
これからも、頑張るぞ〜o(^o^)o
変わらぬご支援をよろしくお願い致します。店主(ぱぱさん)

2周年記念！
ブランマンジェプレゼント

フランスの
伝統ある
スイーツ


