
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

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 
 

Feb/Mar 2019 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-30) 第 79614 号 

* 『  50歳からの肉体改善計画 』 

＊ 佐藤コラム 『  お任せください！ 』 

 

＊ Contents ＊ 

今号のリフォーム事例  
 『 Jukankobo Journal 』 

* 『  かねこのねこ日和 』 

＊ おぎはらの 『  趣味活しましょ。 』 

＊ かんたん Ｄ Ｉ Ｙ 『  パパリフォーム 』 

こんにちは！プランナーの荻原です。インフルエンザが流行ってい

ますね。毎年の事ですが皆様大丈夫でしょうか？ 

今回は外が寒いので室内でも出来る絵画を体験してきました。絵心

が全くないのでいつかきちんと習いたいなと思っていました。参加し

たのは旅先や散歩の途中ですばやく仕上げる線の引き方から学ぶ講座

（水筆ペンで A5位の用紙にササッと描く）です。年配の方が多く更に

5年以上やられている方が殆どで皆さん上手でとても緊張しました。 

この日は先生が描いてきた富士山を模写しました。最初水性ペンで

輪郭線を簡単に描き、その後水筆ペンで色を塗っていきます。水筆ペ

ンは初めて使いましたが、柄の部分が水タンクになっていて中の水を

出しながら使える筆で、筆先に絵の具をつけるだけ。色を変えたい時

は、ティッシュで拭き取れば新しい色をすぐ使えるので、とても楽で

便利な筆ペンです。 

模写なのに出来上がりも十人十色でとてもおもしろかったです。暖

かくなったら外で描いたりもするので、続けるか少し検討してみよう

と思います。私は仕事柄すぐ建物に目が行くので、旅行先で気になっ

た建物や風景を描いてみたいなと思いました。やはり自分で描いた絵

は写真とは味わいが全く違いますよね。 

⑩水彩画編 

末っ子片付け中。 

釘やビスのカタチや
色を変えるだけでワ
ンランクＵＰ！ 

はじめまして、現場監理担当の松谷です。 
毎日、お客様の夢をカタチにするお手伝いをさせて頂い
ていますが、家に帰れば毎日子供のワガママをカタチに
しています(笑) このコラムではお家で簡単にできる
ＤＩＹのポイントやコツなどを紹介して参ります。 
今回は「おもちゃ箱」。 

昨年のマルナカまつりの木工教室で作ったプランター
ＢＯＸをひと手間リメイクしておもちゃ箱を作りまし
た。 
使用したのは太鼓鋲と言われる留め具。名前の通り、本
来は太鼓の革を留めるための鋲です。ビス止めをした頭
部を隠すことで、アンティークっぽい雰囲気に仕上がり
ます。 
うちの子たちは毎日楽しく遊んでいますが…片付け

が！！部屋中のあちこちにおもちゃが散乱していま
す・・・片付けも楽しく出来ないか？？？と思い、子供
たちと一緒に作りました。 
簡単な釘打ちやペンキ塗りで愛着のある♪おもちゃ

箱ができました。みなさんも身近なモノにちょっと手を
加えて、大切なモノを作ってみてはいかがですか？ 

長男真剣に製作中。 

できあがり♪ 

←水筆ペン 
とても便利！ 

上が先生の 
お手本です。 
富士山は心理的に 
なかなか緩やかな 
角度で描けないそう 
です。 

●難易度           

●続けたい度 

●おすすめ度 
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。 



 

For the latest refurbished case report  

Sunday, February 10 , 2019 

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。 

佐藤のコラム 「  ニッチモサッチモ。」 

こんにちは。インテリアコーディネーター兼子麗香です。 
今回はほんわか‘猫あるあるベスト３’を考えてみました。猫を飼っている方にはなんとなく

伝わるかもしれません。 

①突然のパニック行動。  わんちゃんではあまり見られませんが、何かあった訳でもない

のに、突然の猛ダッシュ→家中を突然駆け出すので、何事かと思います。多頭飼いだとネ

コ達の間でもアイツどうした！？という顔で見ていることがよくあります。笑 

②来客時のフリーズ行動。  彼らは驚くと固まります。ピンチになるとフリーズします。例

えば我が家の「ちゃー」は、来客があると奥に逃げ、暗い部屋の壁を向いて石の用にフリ

ーズした状態ですでに１時間…なんてこともあります。 

③独特な甘えんぼ行動。  うちの 4匹の甘え方は個性がバラバラ。「ふう」は檻の柵越し

だととことん甘えるし、唯一の雄猫「むう」は階段を降りて他の猫が見ていない所でこっ

そり甘えます。 

こんな我が家のネコ様たち、もはやネコは飼っているのではない、飼わせて頂いている。

という言葉が相応しいように感じる愛猫家でした。 

今年に入ってからもお陰さまで忙しい
日々を過ごしております。去年の秋の台風
影響から未だ引っ張っていることに加え、
消費増税の影響からかリフォームのご依
頼が増えています。一部お客様への影響も
ありご迷惑をお掛けしている所もあり、申
し訳ございません。 
台風被害は保険会社からの連絡も今年

に入ってからという方も多く、順次工事を
行っておりますが、工事の職人さん手配に
四苦八苦している状態です。今のところ春
頃までには完結の目途が立ってきました。 
我が社的に考えてみると今年は様々節

目の年。マルナカ創立４０周年、住環工房
マルナカ１０周年を迎えます。ひたすら走
り続けてあっという間の１０年でした。有
難いことです。この記念の一年で何か新し 

古いマンションの一室。フルリノベーションでインダストリアルテイストのモダンな 
住空間に生まれ変わりました。使いやすさを考慮した動線や収納空間がポイントです。 

今シーズンは暖冬と囁かれていますが、それでも間違
いなく寒い季節が続いていますね。 
この度肉体改善の目標を設定しました。今後はその

経過報告をしてみたいと思います。巷では”筋肉体操”
なるものが流行っていたりもしますね。筋肉は何歳にな
っても鍛えられる。ご参考になればと思います。 
半世紀も生きてくると、若さに任せてメチャクチャや

ってきたツケが回ってきたようで、気が付けば「調子はど
う？」に対して「絶好調！」なんてもう何年も言った記憶が
ない。 
まだこの体と付き合っていかなくてはならないので、

建物同様にメンテナンスやリフォームをしようと自宅の
近くのスポーツクラブにレッツゴー! 入会手続きも簡単
でその日からすぐ利用可能でした。ヤル気満々ですが、
仕切り直してその日は帰宅。「明日からやろう」。 
翌日、帰宅後時間も十分あったが何故か行く気になれ
ず、「明日、行こう」。 
もう一度言いますがヤル気はあります。（キッパリ！） 
またその翌日。さすがに行かないと 3日坊主どころか 1
日も行かないまま退会なんてことになると、家族から何
を言われるか分からないので意を決して（？）初入館。 

■当面の目標■ 
①ズル休みをしないこと。 

②体を動かすことに慣れること 
12 ヶ月後には 

8年前の体に戻すぞ！！ 

まずは現在の体をチェックし
てもらいました。身長・体重・体
脂肪・筋肉量などを機械を使っ
て測定。実はこのスポーツクラブ
は2007～2011年まで在籍して
いて、2010 年最後に測定した
データが残っていました。 

体の組成が
細かく測定
されて状態
が一目瞭然。 

３ＬＤＫからひと部屋減らして２ＬＤＫにすることで広々とし
た寛ぎ空間に。洋室側のドアにはスライドドアを採用してリビン
グとつながる開放的な使い方もできるように。 

洋室のあった
リビング空間
は狭さを感じ
る空間でした。 

設備も老朽化
と古さが目立
ちました。 

水廻りへのアクセスをリビング側からの動線に変更。収納スペ
ースと通路を兼ねて空間を有効に利用できるようプラン。 
ごちゃつきがちなリビング廻りのものもすっきり隠して収納。 

テレビボードは間仕切りでありながら背面はフレ
キシブルな収納棚も備える。 

キッチン奥の間仕
切りを変更して、
玄関土間からつな
がるシューズクロ
ークを新設。靴だ
けでなく外に持ち
出すものも楽に収
納できる容量。 

テレビボードの間仕切り壁には調湿・消臭機
能のある石目タイル。洋室の壁面にはアンテ
ィーク風の木目のアクセントクロスを採用。 

フィラメントが個
性的なクリア電球
はそれだけで存在
感を放つ。空間を
印象づける役割。 

石材、古材をモチーフにした仕上げ材をセレ
クトしてインダストリアルテイストを演出。 

洗面・浴室もすっきりとシンプルな仕様
で黒を効かせた都会的な印象で統一。 

ソファやダイニングテーブルを置いてもゆったりできる大空間になったＬＤ。 

いこと、面白いことを考えて、行っていけ
ればと思っています。 
幸い、新たに入ったメンバーもすでに戦

力として動いてくれていますので、私も鞭
打って走り回っていかなければと思って
います。が、四十代も後半になってきてな
かなか体力的にはキツイお年頃。大目に見
てやって下されば幸いです。 
私事にはなりますが、長女の高校受験も

終わりホッとしつつも、あと二人もいると
思うとゾッとしてしまう所も・・・。小学
生の男達はまだまだ先の事など微塵も考
えてはいないが、男だから何とでもなるか
と思っています。 
この一年はサプライズな事が様々起こ

りますので順次ご報告させて頂きたいと
思います。 


