
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

0120-940-869 

h t t p : / / w w w . r f v - j u k - m . j p  ● お問い合わせは下記まで 

 

住環生活 
 

Aug/Sep 2018 ０yen(税込) 

じゅうかんせいかつ 

あなたの住みごこち考えてみませんか？ 住環工房スタイルの生活提案いたします。 

〒223-0057 横浜市港北区新羽町 896 
phone・045-545-9211 fax・045-545-9212 
ｅ-mail・welcome@juk-m.com 
営業時間・am9:00～pm6:00 

■一級建築士事務所登録■神奈川県知事登録 第 16455 号 ■建設業許可登録■神奈川県知事許可 (般-25) 第 79614 号 

こたえは裏面をご覧ください・・・ 

 

* じゅんぼ～の 『 日々雑感  』 

＊ 佐藤コラム 『 お任せください！ 』 

 

＊ Contents ＊ 

* 今月のリフォーム事例  『 神奈川区 Ｔ邸 』 

鎌の柄の部分の長さがが一尺八寸だったことに由来する名前。どうして名字になったの
でしょうか？そこまでは残念ながら分からなかったのですが、珍名について調べている
とこんなとんちの効いたお名前や数字が使われたお名前が色々見つかります。 
地名や職業、四季折々の行事に由来するものが多いですね。日本人の「粋」を感じると
ころだったりします。自分は平凡な名前だなと思っても、由来を調べると愛着が湧くか
もしれませんね。 

* おぎはらの 『 趣味活しましょ。 』 

すっきりスマートな暮らしを 
目指しましょ♪ 

皆さんこんにちは！！プランナー佳子です。 

今年の暑さは災害だとおっしゃる方もいる

ほど。適度な水分と栄養補給を心がける毎日で

す。 

こんな暑い時期に母が作っていたレシピが

『イワシの梅干し煮』です。子供の頃はイワシ

も安価でよく食卓に登場していたのですが、実

は小骨が多く苦手で、主婦になってもあまり作

ることがありませんでしたが、先日鮮魚売り場

でイワシを見つけ、ふと母のレシピを思い出し

たのです。 

作ってみると主人にも子どもたちにも好評

で、我が家の定番料理になりました。お酢と梅

干しで小骨も柔らかくなり、味にもいいアクセ

ントを与えてくれていますよ。旬を食べて夏バ

テせずに夏を乗り切りましょう！ 

 ＊ プランナーよしこの 『 整理収納達人への道』 

＊ ヤタさんの 『 現場往来 』 

「きかんしゃトーマス」に教えられ 
 
夏本番、連日気温が 35度に迫る猛暑です。 
 疲れて家に帰ると下の息子が大好きなトーマスの録画にかじりついています。上の息
子も鉄道好きな時期はあったけれど、トーマスにはハマらなかったような。何とはなし
に横目で見ていると･･･。 
 ジェームズというおしゃれな赤い機関車が、貨車を引かされて不満気です。「本当は
客車を引きたいのに」とブツブツ言っています。そこへクールなナレーション「誰でも
気に入った仕事だけをできるわけではない」。ははは、なるほどねぇ。 
 また別の話ではエミリーという緑色の女の子の機関車が「私には何の取り柄もない」
と落ち込んでいます。すると同じ機関庫の仲間たちが口々に彼女を励ましています。 
 ほほぉ、これはやられた。すごいな、トーマス。 
 大人の目で見ていても飽きないのは、登場人物それぞれが立派なところとダメなとこ
ろを合わせ持っていること。スーパーヒーローみたいな存在がいないのですね。 
 そして実に色々な問題が、かなり重大な鉄道事故も含めて次から次へと起こるけれど
も、みんなが基本的には極めて元気で明るく、前向きに仕事を愛し、助け合いながら取
り組んでいること。 
 負うた子が夢中のテレビアニメに、ちょっとうならされる真夏の夜のひと時です。 
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《夏季休業のご案内》 2018 年 8 月 11 日(土・祝)～16 日(木)はお休みとなります。 

イワシは夏が旬。 
今年は値段が安
いです！ 

生姜が臭みを抑え
てくれます 

灰汁が出たらこま
めに取り除きます 

煮汁はお好みで
煮詰めましょう 

イワシの旨味がぎゅ
っと詰まった一皿 

②鍋に 
水カップ１ 酢 大１ 
砂糖 大２ みりん 大２ 
梅干し適宜 生姜のスライス 
イワシを入れ中火で１０分煮る。 

★作り方★ 
 

①イワシ 3～4 尾は下処理をして食べやすい大きさに
切り、酒と水で洗い、キッチンペーパーでよく拭く。 

③醤油大さじ２を入れ５分ほど 
中火で煮詰める。 



 

For the latest refurbished case report  

ご両親が暮らしていた
頃は、キッチンと食卓
を食器棚で区切ってい
ました。 

Friday, August 10 , 2018 

Leave It to us! 
   Jukankobo 

Marunaka 
045-545-9211 

Do You Like It? 
   Jukankobo 

Marunaka 
0120-940-869 

*いつもお読みいただきありがとうございます。ぜひご意見・ご感想をお聞かせ下さい。   *ＤＭご不要の場合は、お手数ですがご連絡くださいませ。 

理想のイメージはシンプルで暮らしやすい住まい。  
無駄を削ぎ落とし、機能性と暮らしを愉しむ要素だけを組み入れていくとこんな形になりました。 

佐藤のコラム 「  夏休み。」 

暑すぎる日々。お盆前ラッシュは毎年のこ
とですが、さすがに今年はキツイ。水分補給
をいっぱいしているせいか着替えのシャツ
も多く、カミさんはどう思っているか・・・
？忙しいことは有難いことですのでもうひ
と踏ん張り頑張って夏休み。 
すでに休みに入っている子供たちの宿題

のアサガオ・ひまわりの観察日記。咲くどこ
ろか少し干からびてきている気もします。異
常気象のせいで宿題はどうなるのか？？ 
今年は長女が受験生なので下の子達を連

れて「男遠足」の予定。疲れ知らずの小学生
に４０代オッサンがどこまで付いていける
か？？？すでにプールだのサイクリングだ
のいろいろなオーダーが来ております。でき 

 

洗面室・浴室は洗濯機置き場をキッチンに移動してゆっ
たりと。お風呂も従来よりひと回り大きくなり、床の段
差も解消して、安心して使える水廻りになりました。 

収納は押入中心で使
い勝手が悪かった。 
設備は老朽化して段
差も多かった。 

人が集まることが多い T 邸。 大勢でキッチンを使っ
たり、寛ぐスペースが十分に取れるように、ゆったり
と空間設計。隣り合う一室との間仕切りを取り払い約
16 帖の LDK に。  

「大規模修繕工事～ 汗・汗」 

日々出会う色んなコト。感じたコト。大好きなモノ。 
等身大で綴ります。 

イヤなど、一時撤去しなくてはならない
ものが盛りだくさん。考えるだけで汗が
出てきます。。収納棚は再度組み立てら
れるよう解体し、使用する箇所を記して
おきます。ウッドタイルは高圧洗浄機で
綺麗にして。でもこの荷物をどこに保管
するか？？とても悩み中です。 
マンション住まいですと、必然的に修

繕積立金というものを払うようになりま
すので計画的に修繕を致します。戸建住
まいの方々はご自身で考えなくてはなり
ません。少しずつでも良いので大事なお
家を維持するため、ご自身での修繕積立
を始めてみてはいかがでしょうか？ 

使用箇所を記
載した棚材 

⑦レース編み編 

ウッドタイル
も塗装時期？ 

こんにちは！プランナーの荻原です。 
今年はとても暑い…外出時には汗拭きタオル必須ですね。ということで今回はガ

ーゼハンカチの周りに刺繍糸で装飾をしてみました。小学生の頃、母のお手製ガー
ゼハンカチを持たされた事を思い出し、母に習って自分で作ってみることにしまし
た。 
用意する物は、ガーゼのハンカチ２枚・レース糸 40番・かぎ針 8号・はさみ。

まず、ガーゼを２枚重ね合わせ（薄いので２枚重ね）5mm間隔位で周りを縁かが
りしていきます。2枚ずれない様にかぎ針を刺していくのは私にとって至難の業。
隣で同時にやっている母とのスピードと綺麗さの違いは歴然。初めからやる気がダ
ウンです。 
なんとかがんばって１周すると既に２時間経過。２周目は１周目に出来た目を拾

って細編みし３目ゴム編み、また目を拾ってを繰り返します。３周目以降は目を拾
って細編みし３目ゴム編みの間を拾って３目ゴム編みを繰り返します。途中何度か
変になり、なぜ変になったかは不明のまま、母親に HELP！原因になった所までほ
どいてもらい再チャレンジを繰り返しました。トータル時間１０時間超（３日間）
でやっと出来上がりました。もうヘトヘト、目がしょぼしょぼです…。でも今回出
来上がったハンカチは大切に大切に使いたいと思います。 

 

ようやく１周目
のかがりが終了。
均等に拾ってい
くのが難しい！ 

用意するもの 

ガーゼのハンカチ２
枚・レース糸 40番・
かぎ針 8号・はさみ 

完成!!!! 
やってみると母の
凄さをしみじみ。 

●難易度 

●続けたい度 

●おすすめ度 

いつも住環生活を楽しみにしていただ
きましてありがとうございます。今年の夏
は早く到来し、とても暑いですね。報道で
は今までにない雨量、暑さなど発していま
すが、確かに私が小さい頃は３０度を超え
るなどほとんど無かったと記憶していま
す。やはり地球がおかしくなっているので
すかね。。豪雨被害に遭われた方々には一
刻も早く普段の生活を取り戻せるよう願
うばかりです。 
さて、マンション住まいの我が家もいよ

いよ大規模修繕です。今月より仮設が工事
着工致します。バルコニーの片付けを促さ
れておりますが、植木鉢やらウッドタイ
ル、手作り収納棚、室外機カバー、冬用タ 

本人の主観により、おぎはらマックス(愛
犬)のお顔ポイントで評価しています。 

シンプルに暮らすセカンドハウス。水廻り設備も衣
類の収納スペースも使いやすさにこだわってプラ
ン・選定しました。  

左)キッチンのカウンター内には来客用のグラスやカッ
プ。ひとりの時間を愉しむお茶の道具一式やお気に入りの
食器を収納。右)来客時にも使えるお部屋はのんびり雲を
眺める「雲見の間」。読書をするのにもぴったりの場所。 

れば涼しい所でお昼寝が理想ですがほぼ無理
でしょう。せいぜい冷たいかき氷でも良しと
しましょう。 
少し前にはなりますが、前回の「男遠足」

は所沢の航空発祥記念館へ行きました。やっ
ぱり男共は乗り物が大好き。コスプレまでし
て格好つけて写真を撮っていました。そうい
えば「次は戦車ね」なんて言われていたのを
思い出し、必死に夏休みの計画を考えており
ます。・・・夏の戦車は暑そう。 

「吊るす」「たたむ」のオープンな収納で全部が見渡せ
るクローゼット。コーディネートも楽々です。 

クローゼットの扉には姿見をプラス。玄関収納も靴だけ
でなくお出かけの必需品も余裕の収納です。 


