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住環生活 
 

Dec2018/Jan 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-25) 第 79614 号 

こたえは中面をご覧ください・・・ 

 

* じゅんぼ～の 『 日々雑感  』 

＊ 佐藤コラム 『 お任せください！ 』 

 

＊ Contents ＊ 

* Jukankobo Journal  『 今月の事例 』 

* 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。 
あっという間に師走に突入しておりまし

た！一年の早さに閉口する今日このごろです。 
寄り道していた『整理収納達人への道』です

が、本年に入り整理収納の先生のアシスタント
として勉強をさせて頂いていました。仕事道
具、キッチン、お洋服などの現場を経験させて
いただきました。そんな折、お嬢様の就学に向
けて暮らし方の変更を考えていらっしゃるお
客様に整理収納をご依頼いただきました。 
まずは、どんな暮らし方を目標にするかのコ

ンサルティングからスタートです。実はここが
一番肝心な部分。ゴールや目標を設定して、そ
こに到達するためにどんな順番で整理してい
くかをじっくりご相談します。 

 ＊ プランナーよしこの 『 整理収納達人への道』 

＊ かねこの 『 ねこ日和 』 

⑨石鹸づくり編 

ここんにちは！プランナーの荻原です。寒くなり乾燥の季節に
なってきました。肌荒れやシミ・シワが気になりますよね。 
今回は保湿力がとても良く低刺激でデザインも自分好みに出来

る手作り石鹸に挑戦してみました！苛性ソーダと精製水で苛性ソ
ーダ水を作り数種類のオイルを混ぜます。苛性ソーダは劇薬なの
でゴーグル・手袋を着用しながら作りました。まるで理科の実験
ですね(^-^; 結構怖かったです。泡だて器でしっかり混ぜ（今度
は料理になりました笑）自分の好きなアロマと色を入れていきま
す。私はブルー系でラベンダーと柑橘系を何色か作り、紙パック
の型に流し込みます。表面を竹串でデザインしてラップ・タオル
にくるみ保温。48 時間後タオルだけ外し型のまま置く。1週間後
型から出し包丁で切り、すのこの上で熟成・乾燥。6 週間後出来
上がり！想像以上に時間と手間がかかってびっくりです！最近や
っと使い始めましたが泡立ち・保湿力が実感出来ました。今回改
めて自分の不器用さを実感しました(^-^; 

苛性ソーダ作り。高
温から 40℃位迄冷
やしてます。 

寝室になる予定の３階の洋室。書籍やアウトドアグッ
ズが置かれていました。 

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。 

●難易度        

●続けたい度 

●おすすめ度 

2018年 12月 29日(土)～2019年 1月 6日(日)は休業となります。 

紙パックの型に流し込み
ます。完成が待ち遠しい。 

出来上がり！良い感じ
に波っぽくなりました。 

Before 

DVD や書籍は売る
もの、取っておく
ものに仕分け、ア
ウトドアグッズは
納戸へ移動しまし
た。３階の洋室は
すっかり空っぽに
なりました。 

ご家族の協力で納戸も整理できました。本当に必要な
ものだけにコンパクトにまとまりました。 

After 

目指すゴールは、将来お嬢様専用のお部屋になる洋室
にお嬢様の持ち物を集約し、学用品の指定席を作り、自
分で身支度ができるようにすること。リビングにあるお
嬢様のおもちゃを整理すること。その洋室から３階に寝
室を移動し、寝食を分離することでした。そのため初回
は３階の物置となっていた洋室の荷物を整理しました。
夏の暑い時期でしたが、ご家族のご協力のもと、まずは
第１段階の目標の３階洋室の整理が完了しました。 
Ｙ様の整理収納はまだまだ続きます。 



 

For the latest refurbished case report  

Monday, December 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。* 

佐藤のコラム 「  オタク。」 

とある伝説から由来した名前。掛田(福島県伊達市霊山町)の町に毎夜赤ん坊を抱いて飴を買い
に来る女がいた。不思議に思った飴屋の主人は、ある日村人と一緒に女の後をつけてみる
と、女は隣の柱田村(伊達市保原町)の墓地で姿を消した。しばらくすると、ある墓の中から
赤ん坊の泣き声がしたので掘ってみると、飴を舐めている赤ん坊が出てきたのであった。
その墓の主は柱田村の郷士の娘で、身重のまま亡くなったという。赤ん坊が発見された日
は亡くなった日からちょうど 49 日目であったという。読み方の由来は４９＝７×７で７
を「つるべ（列べる）」ので「しちつるべ」から「つるし」となったという説もある。全
国で 50 人という珍しい名字です。 

さんによる日本語吹替え。だから子供でも理
解できた。実はこれが私の趣味。昔の日本語
吹替えの映画鑑賞。山田康雄・小池朝雄は当
たり前ですがマックィーンの宮部昭夫、ニュ
ーマンの川合伸旺など、当時の吹替えが入っ
ているだけで同じソフトを買ってしまう。違
う意味で「声優オタク」です。誰とも共有で
きませんが自己満足な趣味です。 
色々と買い貯めたブルーレイを年末年始

に楽しめるか？？ 

マンションの全面リノベーションで、色使いとヴィンテ
ージ感のあるパーツ使いで新しいだけでない落ち着きの
ある住空間に生まれ変わらせました。 

「冬でも入っていますよ～」 

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。 

ボードと最新式暖か
ウェットスーツ 

いつも住環生活をご覧いただきましてあり

がとうございます。今年ももうわずかですね。

早い早い！！皆様いかがお過ごしでしょう

か。そろそろ大掃除の準備をしているころで

しょうか。 

東京オリンピック競技にスケートボードや

サーフィンが決定してから、メディアでもサ

ーフィンの話題をよく目にします。学生の頃

から始めたサーフィンですが、一時期全くし

ない時期があり、数年前から再開しました。

今ではほぼ毎週仕事が休みの日は海に繰り出

しています。波のことだけを考えているので

仕事を忘れてリセットするには最高のひとと 

こんにちは。インテリアコーディネーターの兼子麗香です。 

なんだか暖かい日と寒い日を繰り返している今日この頃。人間だけで

なく猫たちのためにも、室内の温度調整が欠かせません。乾燥しない

ようたっぷりのお水と湿度調整、暖かい場所と涼める場所をしっかり

用意してあげること。一定の状態を保つことが大切なんだとか。我が

家では暖かい場所用にホットカーペットを 2か所つけっばなしです。

今後の電気代もそれなりに跳ね上がりそうで心配です (・・;)  

そして、そんなこちらの心配をよそに、一番の暴れん坊『おっちゃ

ん』は今日も縦横無尽に走り回っています。お気に入りの本棚で何か

見つけたようです。 

本棚の合間から『おっ！地球儀発見、触ってみるかな！あっ回

る！！』そんな姿を見ていると、電気代よりも、猫たちの健康第一。

元気にしていてくれればそれで良し！！と思ってしまう愛猫家。さ

て、今日も我が家の猫たちが快適に暮らせるよう、がんばりますか。 

 

家電やゴミ箱がすっき
り収まる機能的なキッ
チンに。カップボードも
収納力たっぷり。 

キッチンはオープンな対面式で明るく。コンパ
クトながらも使い勝手の良いキッチンに。  

ドアハンドルや建具のガラス。レト
ロな風合いのパーツは昔からそこ
にあるように馴染みます。  

アンティーク仕上げの真鍮色ドアハンドルや洗面室と
リビング壁面の棚にはアイアンの棚受けブラケットを
セレクト。レトロな雰囲気を醸し出してくれます。 

リビングの壁面にはモール
装飾を施して、パリの古び
たアパルトマンの風に。 

かつてキッチン
は壁の向こうで
した。 

バルコニー側には
和室が配置されて
いました。 

対面カウンターではラン
チなど軽い食事も済ませ
られます。一角はパソコ
ンデスクとしても活用。 

様々な表情を楽しめるよう
敢えてデザインを変えて。
グレイッシュブルーのドア
にはめ込まれたガラスはノ
スタルジックな印象。 

間接照明で寛ぎ空
間を演出。 

きです。 

夏場は気持ち良いの一言ですが、冬になる

とサーフィン人口も減ってたくさん波に乗る

ことができ、海もとても綺麗です。この度、

ウェットスーツも１０年前から着ていたもの

をやっと処分して、新調しました。もちろん

進化を遂げていまして、生地は柔らかいし裏

は起毛素材で暖かい。脇まわりはとても柔ら

かい素材で腕も回しやすくなっています。住

宅設備なども１０年前に比べると機能性、経

済性様々進化しています。ウェットスーツ同

様、新しいものに更新していくことでより快

適にお過ごしになれるかもしれませんね。 

年末に向けいつもながらの忙しさ。今年は
秋の台風被害以降、各工事予定が組みにくい
状態が続いています。新たなメンバーも入っ
て早々、忙しい日々が続いておりますが頑張
ってくれており感謝。 
さてお客様からたまに趣味を聞かれます

が、プライベートはベールに包む主義の私。
一般的に多い「映画鑑賞」も好きですがちょ
っと人とは違う見方をします。 
子供の頃にテレビの優先権は当然父。ゴー

ルデンタイムは野球。これには興味が無くそ
の後の洋画劇場が楽しみでした。幼稚園の頃
友達のヒーロー像は○○レンジャーや○○
ライダーでしたが私にとってのヒーローは
マックィーンやイーストウッド。今でも変わ
らずヒーローです。テレビ映画は基本、声優 


