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よりふかく・
よりくわしく・
ためになる！

まいる セミナー
４月テーマ

アウトドアリビング

〜お庭を2つめのリビングに〜
庭のテラスやデッキをリビングの延長として使うアウトドアリビング。
家の中にいながら自然の光や風を感じられる空間は
開放感もたっぷりです。
ちょっとした気分転換に、ホームパーティーなどのおもてなしにと、
暮らしを演出してくれます。
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屋根や壁を
ガラスなどで囲う
ガーデンルームは、

ウッドデッキとガーデン
ルーム

季節に左右されない点が
大きなメリットです。
雨風や花粉の侵入を防ぎながら

アウトドアリビングの代
表格であるウッドデッキ
とガーデンルーム。 自然を感じられる空間として
ウッドデッキは天然木と
樹脂製があります。
活躍します。
天然木は、木の香りや素
足で歩きたくなる質感
が 魅 力 ですが 、
一方で、湿気に弱いと
いう一面もあります。
耐久性が高くメンテナ
ンスがほぼ不要な樹脂
製も人 気 です 。
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最 新 リフォーム

築２８年の住宅にお住まいのN様。近年増加している

施工事例のご紹介

当社にて最近施工させていただいた

地震や大型台風、竜巻などの自然災害に不安を感じて
いらしたとのこと。耐震工事や屋根、外壁、お風呂等の
リフォームのご依頼をいただきました。

リフォームの施工事例をご紹介させていただきます。

●宇都宮市

皆様のお住まいの改善のご参考になれば幸いです。

N様邸

●工期：約一ヶ月

に!!

安心して住まえる我が家

生活白書によると、睡眠時間を含め一般的に
人生の約半分近くの時間を自宅であるマイ
ホームに滞在しているというデータがあります。
つまり良くも悪くも「家」とは我々の生活に
おいて重要な要素を持っているという事に
なります。そんな中、近年私たちは地震や
異常気象による竜巻・暴風雨などの自然の脅威
に苛まれています。そこで安全に対しての事前
の備えが何よりも重要になってきます。

お風呂をトータルコーディネート
奥様のご提案で、お風呂も洗面所の内装と同
系色で 統 一 いたしました。暖 かな 雰 囲 気 で
広々としたサニタリー空間に仕上がりました。

ージパース
※LDKのイメ

お客様から

新築のような出来栄え
お二人のお好みの色に仕上げられた外壁＆屋
根、外壁のクラックも目立たなくなり、まるで
新築当時のような佇まいが再現されました

毎日の晩酌も楽しく
LDKを壁紙でコーディネートして、お洒落な
飲食店のような雰囲気に仕上がりました。い
つもの家飲みもより一層楽しくなりました。

担当から…

今回のご相談は耐震
補強 工 事と浴 室の
リフォーム、外装の塗り替え工事のご相談でした。耐
震工事につきましては、専門の診断士による耐震診断を
実施、現在の耐震強度とどのように補強をしていけば
良いのかを数値化し分かりやすく説明させていただ
きました。今回の工事のポイントは、ショールームや

以前からかわら版を愛読しており、リフォームをするなら
住まいるさんと決めていました。
毎号誌面からは会社のアット
ホームな感じが伝わってきて、そのソフトなアプローチに
好感をもっていました。
実際お願いしたところ、
良心的な見積りや、
勝手口や雨戸の
調整などもついでにしてくれたりと、そのファミリー的な
対応に感動いたしました。比較などもせず直感で決めまし
たがよかったと思っています。

インテリアデザイナーによるご提案と、実際近く
で工事を行ったOB様のお住まいなどを見学し、
より具体的な打合せをさせていただきましたこと
により、お客様と共に楽しみながら工事を進め
られた事であると思っております。これからも皆様
のより良い住まい作りのお手伝いをさせていた
だけますよう頑張ってまいります。
【感謝】
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担当：上野

（未定）

陶器

特別講座

中国茶教室のご案内

紹介

講師

藤飛先生（上海出身）
中国名茶房「茶縁」オーナー

高級茶や骨董品などを取り

日本のお茶も英国の紅茶も、そのルーツは中国茶。その
魅力や楽しみ方などを学んで行きます。飲み比べなども
しながら、今までのイメージを覆す感動の中国茶を気
軽に体験できます。
（今後も不定期で開催予定ですが、
一回のみ、途中回からのご参加、どちらも可能です。）

扱い、日本、中国、台湾を行
き来しながら、お茶の魅力
を楽しく伝え交流を図られ
ています。

■日 時 ４月１６日（日）13：00～14：30 ■定 員 １０名（ご予約はお早目に） ■参加費 ５００円 ※お茶菓子付
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住まいるおたのしみ
皆様からのご意見やご感想を
お待ちいたしております。

住まいる
住まいるとーく

掲示版

「捨て猫と娘」

昨年１１月のどしゃ降りの日、
生後１か月位の子猫が公園から
突然現れました。
寒さで衰弱しており母猫も見当たりません。
それを見た娘は「死んじゃう」と大騒ぎし家に連れ帰り、
飼うことになりました。娘は初めてのペットに大喜びでし
たが、その日の子猫は何も飲まず食わずでした。
翌日病院でメスだとわかり、
「ミー」
と娘が名づけました。
捨てられていた時に怖い
思いをしたのか、突然ドアを開けると毛を逆立てたり、頭を撫でようとすると
猫パンチ。当然ながら抱っこもさせません。このままずっと懐かないのか心配で
したが、今年２月「家の中の私の役割」という宿題が出ました。家族の一員として
何かお手伝いをするという事で、猫の餌やりと決めました。毎日餌をやり世話を
することで、
どんどん責任感が出てきました。
また
「ミー」
も徐々にではありますが
甘えるようになり、最近では安心して抱っこをさせるようになりました。捨て猫
を通して、娘の優しさと成長を実感することができました。
（担当：引地）

住まいる
住まいるぽすと

毎月届くみなさまからのお便りからのご意見やご感想を紹介します。

何時もとても
良くして頂いて
ありがたく思って居ります。
(平松町のＦ様)

住まいるプレゼント

かわら版送っていただいて
ありがとうございました。
ひさしぶりで拝見して、
なつかしく思いました。
我が家の付近はポスティングしている方が
いらっしゃらないのか、
ここ何年も拝見していなかったので。
季節の話題などに心が和みました。
（陽東のＫ様）

いつもお世話になります。
長年の夢だったトイレを
リフォームすることになり、
今からどんなトイレになるか
楽しみです。
明るく暖かいトイレを
希望していますので、
よろしくお願いします。
（鶴田町のＫ様）

☆☆ ４月号のお楽しみプレゼントコーナー ☆☆
今月のおいしいものプレゼントは、
「白山ロースハムと生ハム・焼豚セット」になります。
しっとり柔らかいホワイトロースハムとじっくり乾燥・スモークを繰り返した生ハム、直火
で焼いた焼豚のセットです。ご希望の方は、
お名前・年齢・住所・電話番号・メールアドレス・
ご意見やご感想をご記入の上、
はがき・
ＦＡＸ・メール等にてご応募ください。抽選で３名
の方にプレゼントいたします。
４月末日締切です。ご応募お待ち致しております！
３月号の「長崎五三焼カステラ」当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
当社ＨＰにも掲載しております。

白山ロースハムと生ハム・焼豚セット 【プレゼント当選者発表】 ２月号「ひとくち餃子博多八助」の当選者は
以上３名の方です。
３名様
○高根沢町のＵ様 ○陽東のＫ様 ○下川俣町のＷ様 当選おめでとうございました。
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★こんなこと・ひとりごと★「

リニューアルオープン２ 」

3月1日のグランドオープン
に先駆けて開催いたしました2
月26日のプレオープンには大
勢の方にご来場いただきありが
とうございました。おかげさまで
にぎやかに楽しいひとときを過ごすことが出来ました。
4月８日、
９日はリフォームギャラリーを会場として初
めて開催します「春のリフォーム相談会」を開催します
。TOTOさんやLIXILさんのショールームを会場とした
市民リフォーム祭とは異なる会場設営と資料作成にも
注意を払って準備をし、
ご質問やご不明点にもしっかり
とお答えできるように準備を
進めてまいります。
また本誌の6ページでもご
案内の通りカフェスペース「
憩 」の 4月1 6日の 催し物は

今月の
イ ベ ント
のご案 内

中国茶のお教室です。前回のお教室
では全員の方が、すがすがしい香りと
さわやかな味覚に驚嘆の声をあげら
れていました。
「中国茶のイメージが
変わった」
「今まで体験したことが無
担当：知久
い味」など参加者の全員の方におっし
ゃっていただきました。先生
は一言「これが本当の中国茶
です」。
これからも「住まいるリフ
ォームギャラリー」の開設の
主旨に沿って、リフォームに
関する情報の発信基地として、地域の皆様に愛される
場としてご利用いただけるよう社員一同努力してまい
りますので、皆様もお気軽に是非ご来店ください、社員
一同お待ちいたしております。

リ フ ォ ー ム ギ ャ ラ リ ー リ ニ ューア ル 記 念
「 春 のリフォーム 相 談 会 」
リフォームで暮らしと、人生を豊かに！ お住まいの事何でもご相談下さい！

【 日時 】４月８日
（土）
・４月９日
（日） 両日とも 午前１０：００〜午後５：００
【 会場 】住まいる工 務 店 １Ｆリフォー ム ギャラリー
かわら版のポスティングさんを
募集中です!

宇都宮中央教習所

すき屋●

緑の
相談所
●
平出工業団地

●編集/かわら版編集委員会
●U R L /www.sumairu.biz
●E-mail/reform@sumairu.biz

〒越戸郵便局

越戸通り

●不二家洋菓子店

国道４号線
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●足利銀行
●マクドナルド

↓競輪場通り

●発行/株式会社 住まいる工務店
●住所：〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町3020-91
●電 話 /028－683-7077
●FAX/028－683-7078

産業通り

●

住まいる工務店
飯城園●

東警察署

東峰・峰町付近でかわら版をポス
ティングして下さる方を募集して
います。経験等は特に必要はあり
ません。
「健康増進のため、
ウォー
キングついでに、ちょっとお小遣
いに」などお気軽にお問い合わせ
下さい。
詳しくは担当：前田まで

●

