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お客様係

 関口 崇

だんだんと暖かくなってきましたの
で、そろそろ自転車を始めるのにいい
季節です。
今年はまた県外までの長距離に挑戦し
たいと思います！

お客様係

 中村富一

日本鹿・カモシカ・キツネやタヌキ

と、土地探し中に出会った動物たち。

晴れた日の浅間山。草津の町や嬬恋

の夜景と大自然を楽しませて頂きま

した。

お客様係 横山暢哉
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小さく作って広く魅せる

お客様係

 土屋恭子

ラスティコ展示場は売却してしまいま
すが、夏には新しい展示場がオープン
する予定です。
楽しみにしていてください。

 
お客様係

茂木友人

春に呼ばれるかのように暖かくなって
きましたね。思えば、3 月で入社してか
ら5年が経ちました。
長いようで短かった 5 年間を改めて振
り返りながらこれからも前へ進んでい
きたいと思います。

いつもの

 

お客様係　中村 富一 お客様係　関口 崇

＼素敵なお手紙を頂きました！／

「見つけられない土地は無い」

土地探しのスペシャリスト
「現場があればどこへでも」

気力・体力を若さでカバー

←↑
導線の正面に窓を配置して、目線が抜

けるようにしました。奥行を感じることで

広さや解放感が得られ、同じ面積でも
広く感じる事ができます。壁をくりぬい

て抜け感をつくってもOKです。

↑ キッチンを一段下げて目線を近づけました。一段下げることで、ダイニングに座ってい

る家族との目線が合うので会話も弾みます。キッチンが下がることで対面カウンターも低く

なるのでリビングへの圧迫感も無くなります。

建具（扉）を天井まで高さのあるものにしました。扉を閉

めると壁のようになるので、部屋の存在を感じさせないよ

うにしました。閉めた時はデザイン壁のように魅せる工夫
も兼ねています。↓

下がり壁と開口→
つながりを感じさせたい空間は天井まで、仕切りたい

空間は下がり壁。つなげることで、玄関ホールとリビン
グがそれぞれ広く感じることができます。

洗面室・トイレはつなげたくないので、下がり壁で仕切

ります。ちょっとした壁で空間の境界を演出します。

キッチンルームの段差も同じ効果を狙っていますよ。

↑
階段ルームには排熱の為の

窓。窓の配置は眺め、風の

抜けなど快適さを作り出す
為に重要なポイントになります。

←スイッチやコンセントも

なるべく目立たない場所

に。スイッチなどは目にし
てかっこいいものではな

いですからね。

スッキリした空間にする

為に巾木も無くしました。
→

何とかなるだろうと物干しス

ペースの面積を削ってしまい、

ました。そのお蔭で子供部屋へ
の出入りがのれん状態。省面

積に拘り過ぎて失敗しました。

必要な空間はしっかり作ってお

くことが大切ですね＞＜。

← 失敗したこと (TT)

DIYでせっせとお

庭づくり中。完成

はいつになるや
ら・・・。

私の家の拘りは広いリビング・造作家具・薪ストーブですが、『拘りを考えなきゃいけないの！？』

なんて深く考える必要はありません。掃除のし易い家、家族の気配が感じられる家、趣味の部屋

の有る家などなど、生活に求めるものは人それぞれだと思います。『○○な家にしたい。』とお伝
えいただければ、家づくりのプロ斉藤林業のスタッフが快適なプランを提案してみせます！

【横山邸１階間取図】

赤い矢印・・・目線 青い点線・・・風の流れ

『素敵なお家をを建てるにはお金を掛けなきゃいけないの？』なんてことはありません！省面積で快適なお家は作れます！これこそ設計士の腕の見せ所。
プランニングの工夫を私の自宅にてご案内いたします｀∀ ！́

色々ご案内しましたが、分かりずらい点もあったかと思います。

私の自宅も含めた、『斉藤林業スタッフの家の見学会イベント』

を４月に予定しております。実際の建物にて詳しくご案内いたし
ますので、皆様是非お越し下さいませ。

⇒

皆様のお越しをお待ちしております！

撮影協力：あやのちゃん

（私の娘です＾＾。）

へい、らっしゃい！へい、らっしゃい！

お客様係り：横山 暢哉

本誌の昨年１０月号で工事中の様子をご紹介し、皆様から反響がありました
中之条町赤岩（旧 六合村）にお引渡して３ヶ月の山口様邸を改めてご紹介します。

人家がほとんど無い山の中を営業担当の中村が地図を見ながら探してきた場所は、
緑が生い茂り自然のままの姿…　その場所を初めてみたご主人様は、

「何とも言えない特別感がある」
「この場所で子供たちが自然に触れながらのびのびと育って欲しい」
そう思ったのが、ここに住む決め手でした。

昨年１月から図面の打合せを始まり、８月に工事が着手し、雪が積もる前に
何とかお引渡しとなったのは１２月２５日でした。
　　（工事着手までの苦難を本誌の昨年１０月号で紹介しています。

　　バックナンバーはホームページのホームオーナー様専用ページからもご覧いただけます。）

お引渡ししてから１ヶ月が経ち、お伺いしてみると
そこは真っ白な雪景色に…

「寝る前まで薪ストーブを点けておくと、朝起きた時でも
室温は１８℃ぐらいありますよ」
外気温度は－１０℃以下になる事もあるそうですが、
快適に過ごしていただいていました。

薪ストーブで料理してみたり、大黒柱に登ってみたり、
外に出て冬は雪遊び、夏は沢でカニを探したり…
ここでの生活ひとつひとつが素敵な思い出となる事を
私たちは願っています。

山口様ファミリー（引渡式にて）

最初に訪れた時は、一面緑色 周りは木々に囲まれ眺めは最高！

水源の沢にはカニがいるとか！？ 天気が良ければ正面に浅間山の山頂が…

土間にある薪ストーブで暖をとりながら、
料理ができあがるのを待つのが楽しみだとか

家の前は天然のスキー場！？
ソリ遊びもできる緩めの坂

一家団欒の場所は木工教室で
造ったダイニングテーブルと
ベンチ

末っ子のはっちゃんは、
大黒柱に登るのが大好き！

ご主人様が思い描いた“自然の中で暮らす” in 六合村
くにむら

お客様係班長

 横山暢哉

資格取得の為に勉強中です。
夜は疲れてしまうので、朝勉を心掛け
ていますが、なかなか起きられません。
まずは早起きから特訓する毎日です。

 

編集後記



社長コラム

齋藤 英之社長

家づくりとお金の関係を改めて勉強してます。

 

木工教室の力作とままごとキッチン製作をご紹介！

アフターメンテナンス　

福嶋伸徳

 

屋根・外壁の塗装時期目安としては10年と言われています。屋根材が劣化して穴があいて雨漏りする場合もありますので塗装目安として覚えておいて

ください。自分でも外壁診断ができます。※外壁を手で触って白い粉が付いてします。この現象を「ﾁｮｰｷﾝｸﾞ」と言いま

す。チョーク現象は太陽からの光や熱、雨や風に巻き上げられた砂によって外壁が劣化しているからなのです。自分自身

の手で1年に1度は点検する事をお勧めします。よく陽のあたる場所を調査するのが最も効果的な点検作業だと思います。  

「「家づくりは 3～ 4 年先かな？」

ママさんからこんな声をよく耳にします。「 何でですか？ 」とお聞きすると

「子供が小学校に上がるまでに…」や「頭金も貯めたいし…」などの お返事に、私は「暖かい家って良いですよ」

「早く建ててカビや結露の健康被害から解放されませんか」とお答えし「それじゃ沢山のお家をご覧になってゆっくりご

検討して下さい」で締めくくっていました。この一般的なやり取りに疑問は感じなかったのですが、実はそうではありま

せんでした。知れば天国、知らねば地獄のことわざの通り、お金の勉強を始めたら頭金を貯めながらアパート代を払う損

などの、お金の使い方が解り驚きがいっぱいでした。

人生の三大支出は、住居費、教育費、老後費と言われておりますので 65 歳 ( 年金支給 ) 以降も安心して暮らせるという

シミュレーションが瞬時にご提案できるようになりました。

それだけではなく家計の支出の確認や見直しが出来ます。(私の場合は小遣いの部分を見直しされて微妙でしたが…(笑)) 

 今後の新しいセミナーとして「家づくりは頭金を貯めてから？！」「10 分で 500 万円得する家づくりとお金の関係」など

の勉強会を開催する予定です。

全員が相談出来るように勉強していますので、お声がけ下さい。

地域貢献の一環として、群馬県産材の建築端材を使い 2012 年より地域の保育園や幼稚園に
寄贈活動を始めた「ままごとキッチン」。お申し込みお待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年1月末78施設寄贈更新中！！

毎月第３日曜日に開催される「大人の木工教室」は、ご自宅に合ったお客様だけの家具づくりを板選びから始まり、
デザイン・製作まで楽しむことができます。ホームオーナー様をはじめ、家づくりをご検討中のお客様にもご参加
いただいている弊社ならではのイベントです。

もくもく館

オリジナル家具工房長

増田 竜太

銘木コーナーの６ｍの
長～い一枚板にひとめぼれ。
前回はダイニングテーブルを作
り、今回はそれに合ったベンチ
を作りました。まだ材料がある
ので来年はＴＶ台にしようかと
楽しみにしています。
　中之条町  山口様
　（2016年 12月　お引渡し）

渋川市　白ばら幼稚園様

今月のリフォーム！ メンテナンスとリフォームはお任せください!!

1月の木工教室

1月のままごとキッチンお披露目会

お客様名　　齋藤　優様(ホームオーナー様　平成10年お引渡し）
築年数　　　18年目
塗装箇所　　全て（屋根・雨樋・破風・水切り）

2～3年前から「そろそろ塗装した方がいいですよ！」と外装塗装工事のリフォームをおすすめしていましたが、今回工事の運びになりました。
塗装するのであれば今までと雰囲気を変えたいとの事でサンプルを数枚用意して決めて頂きました。
　（屋根…ﾌﾞﾗｯｸ・破風、雨樋…濃い茶・外壁…ﾍﾞｰｼﾞｭと濃い茶）以前はﾍﾞｰｽ色がグレー色でﾍﾞﾗﾝﾀﾞ廻りがﾍﾞｰｼﾞｭ色になっていました。
今回は一部濃い色を使ったので、とてもしまった感じになり新築のような雰囲気に一新しお客様に喜んで頂きました。

リ
フ
ォ
ー
ム
前

リ
フ
ォ
ー
ム
後

白ばら幼稚園は４０数年前、私　増田が通った思い出の幼稚園。
こんなご縁でまさか再訪することになろうとは・・・
涙が出る程懐かしい園舎で子供たちが遊ぶ姿を見て感無量の喜びでした。

お土産の木のおもちゃを
一人々に手渡しながら
感無量の増田工房長

こどもとママの『ふれあいお花カフェ』開催！

イベント企画担当の須田です。
我が子にも体験させたいと思い
ました☆

次回は・・・ホームオーナー様が通われている教室の先生とのコラボ企画！
３月７日火曜日１０時半から『こどもとママのふれあいわらべうた』。
昔から伝わる “わらべうた” を歌いながら、お子様とゆったりとふれあって楽しむイベントです。詳細は、イベントインフォメーションにて☆

参加してくださった皆様、ありがとうございました !
こんな素敵なフラワーバレンタインが出来ました☆

２月１１日土曜日。グリーントゥモロー内のスマイールで『こどもとママのふれあいお花カフェ』が開催されました！
１月の『初 ふれあいお茶会』でコラボさせて頂いた、ホームオーナーの鈴木様が華道もされていることから企画に
なったイベントです。“大切なお子様にお花の香りや植物の肌触りを楽しんでほしい”、“限られた命のはかなさを想う
気持ちを知ってほしい”、“お花を素敵に飾る創造力や発想力を一緒に引き出したい” という『花育』という考え方から
２月１４日バレンタインに合わせてママとお子様で『“パパ、ありがとう” フラワーバレンタイン作り』を企画しました。

イベント企画した鈴木様
　　（ホームオーナー様）より

※本誌表紙でご紹介

※チョーキング現象
外壁を手で触ると
白い粉が付きます。

人生キャッシュフローにおける可処分所得を最大化するために人生キャッシュフローにおける可処分所得を最大化するために

ＦＰ相談デモンストレーション


