
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                

      

先日、ラ・コリーナ近江八幡に行って来ました。

たねやさんという和菓子屋さんが広大な敷地にお菓

子のテーマパークを作っています。たねやさんはバ

ームクーヘンのクラブハリエと言った方がわかりや

すいかも知れません。日曜日だったので結構な人で

賑わっていました。 

その人気の一端を支えているのが建物です。設計

者は藤森照信という建築家です。元々は東大で建築

史の教授として建物の歴史を研究していました。研

究者として有名でしたが直接建物の設計はしていま

せんでした。その藤森先生が何を考えたか 45 歳を

越えてから設計に目覚め面白い建物を建て始めまし 

 1 

「「「「雨雨雨雨ニモマケズニモマケズニモマケズニモマケズ風風風風ニモマケズニモマケズニモマケズニモマケズ」」」」    

 

社長社長社長社長コラムコラムコラムコラム    

社長の伝えたい想いや出来事をお届けするコーナー。 
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代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役        

上野山上野山上野山上野山喜之喜之喜之喜之    

小林孝亘小林孝亘小林孝亘小林孝亘    

「「「「BusBusBusBus（（（（RedRedRedRed））））」」」」    

◆◆◆◆上野山上野山上野山上野山のトイレ美術館のトイレ美術館のトイレ美術館のトイレ美術館◆◆◆◆    

    
～自宅のトイレに貼っている 40 年分の絵葉書コレクション～ 

今月はバスです。この

季節、早い夕暮れに全

国どこでもこんなバス

が走っています。私は

この絵を見ると学生時

代、神戸市の国鉄垂水

駅から商大前の間こん

なバスに乗ってたのを

思い出します。もう 40

年も前のことですが。 

し新しい年度の方針を発

表する大切なイベントで

す。おかげさまで三洋住

宅、三洋メンテリフォーム

合併の初年度はなんとか

無事終える事が出来まし 

た。新しい期もロケットス

タートでと思ったのです

が 9 月 4 日の台風 21 号

で文字通り嵐に突っ込ん

でしまいました。また、来

年は消費税の引上げが待

っています。ここしばらく

は乱気流にもまれること

も覚悟して慎重な舵取り

をしたいと思います。 

 

ています。実際には見たこともないけれど、何か懐

かしい景色です。大人も子供もこのジブリのアニメ

にでも出てきそうな建物の周りで楽しそうに遊んで

いました。 

たねやさんにとっても会社の経営姿勢をこの建物

に表現できて藤森先生の起用は大成功と言えます。

この計画は大きな投資なので経営者としては大変な

決断だったと思いますが建築と経営の幸福な協力だ

と思いました。 

さて、三洋住宅では 9 月 3 日に経営計画発表会を

開催しました。8 月決算の弊社にとって前期を総括 

た。このラ・コリ

ーナ近江八幡も

三角のトンガリ

帽子が三つ連な

り屋根の上には

草（芝）を生やし 

第 43 期経営計画発表会 

ラ・コリーナ近江八幡 
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住住住住まいメイトまいメイトまいメイトまいメイト cafecafecafecafe    

住まいメイトの近況やお客様のこと、お料理レシピなど様々な情報を女性目線で発信するコーナー。 

 

   

クロスステッチクロスステッチクロスステッチクロスステッチ    
 この前 100 均の手芸用品売り場で、クロス

ステッチの布を見つけたので購入し、いざ刺繍

開始！ 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

                            

 

【作り方】 

 ・味噌以外の調味料を沸騰させ、サバを入れて 

  落し蓋をし、5 分ほど煮て、味噌を溶き入れ 

  1～2 分煮込む。 

【使い方】 

 ・もつ煮込みの味付けにも使えます。 

水    ・・・ 1 カップ 

砂糖   ・・・ 大さじ 2 

酒    ・・・ 大さじ 2 

みりん  ・・・ 大さじ 2 

醤油   ・・・ 大さじ 1 

味噌   ・・・ 大さじ 3 

生姜   ・・・ 1 かけ 

『魚の煮汁（サバ４切れ分『魚の煮汁（サバ４切れ分『魚の煮汁（サバ４切れ分『魚の煮汁（サバ４切れ分））））    』』』』    

おおおお料理味付料理味付料理味付料理味付けレシピけレシピけレシピけレシピ    

今はまだ完成品が少ないですが、これからも 

時間を見つけて作ろうと思います。 

 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

坂東坂東坂東坂東    

おおおお弁当弁当弁当弁当づくりづくりづくりづくり    
先日、子供たちの社会見学がありました。手

の込んだデコ弁当は出来なかったのですが、お

月見前だったので、お月見弁当にしてみました

♪お団子はチーズを丸めて、お団子の飾り台は

チョコパンで作ってあります。子供たちは「お

母さんのお弁当はいつも蓋開けるの楽しみだ

し、食べるの楽しい♪」と言ってくれました。 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

湯川湯川湯川湯川    

手作手作手作手作りりりり春巻春巻春巻春巻きききき    
先日、娘たちが帰ってきたので、お料理の 

一品に生春巻きを作りました！具は、サーモン

とエビで作りました。スイートチリソースでビ

ールのお供に最高でした！ 
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こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！おおおお宅訪問宅訪問宅訪問宅訪問    
 新築新築新築新築さんのさんのさんのさんの    こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！おおおお宅訪問宅訪問宅訪問宅訪問    
 

今回ご紹介させて頂くのは、今年の 9 月にお引渡しした有田

川町にお住まいの K 様のお宅。奥様からお話を伺いました。 

今回は前編・後編と 2 回にわたってお届けします。 

 

【【【【家家家家づくりのきっかけづくりのきっかけづくりのきっかけづくりのきっかけ】】】】    

川 原：家づくりを考え始めたきっかけを教えてください。 

奥 様：実家を建替えるのがずっと夢だったのと、大きな地震が来る前に

建替えないと潰れると思ってそれが一番ありました。それに子供

も小学生になって、机や物が増えて、自分の部屋を作ってあげた

いなぁと思ってたんです。 

奥 様：なかなかいつしようか決まらなくて、友達とかにハウスメーカー

さんの話とかも聞いたりしてたんですけど、しっくりこなくて、

家をほんとに建てれるんかなって。それで三洋さんのモデルハウ

スに行った時に、地元の目線で色々説明してくれて、それがしっ

くりきて家建てようかなって。夢だった話が現実味を帯びてきた

のがきっかけです。 

 

 
次回も引き続き

K 様のお宅をお

送りします。 

お楽しみに！ 

お子様がとっても好きな秘密基地スペース！ 

川 原：お家のこだわった所やポイントを教えてください。 

奥 様：前の古い家は私が料理をしている時に、子供たちが

背中にいてる状態で様子が見れなかったんですよ。

何か用事を言われた時に、いったん手を止めないと

いけなかったのが嫌で、絶対対面キッチンで、自分

の前で子供たちが好きなことを出来る場所が欲しか

ったのが一番こだわりました。キッチンから見える

階段下に子供たちが遊べるちょっとした秘密基地の

スぺースを作ったのが一番のこだわりです。 

中 山：照明も星型でとても可愛いですよね。 

インタビューの様子 

Ｋ様邸Ｋ様邸Ｋ様邸Ｋ様邸    

～前編～～前編～～前編～～前編～    

外壁の貼り分けと赤い外灯が 

アクセントの外観 

【【【【こだわりポイントこだわりポイントこだわりポイントこだわりポイント！】！】！】！】    

新築担当新築担当新築担当新築担当    

川原川原川原川原    

細部までこだわった

☆型の照明 

川 原：ご主人様のこだわったところも教えていただけますか？ 

奥 様：リビングの階段は主人のこだわりです。最初の設計では玄関から

すぐに階段があったんですけど、やっぱり帰ってきた時に一回み

んなで顔を合わせたいっていうのがあって、リビングの中に階段

を作りました。 

 

ご主人様こだわりのリビング階段！ 

【【【【住住住住んでみてのんでみてのんでみてのんでみての感想感想感想感想】】】】    

川 原：実際に住んでみての感想を教えてください。 

奥 様：住んでみて良かったなぁと思ったことは、あまり意識していなか

ったんですけど、ダイニングがいい場所になっていて、ダイニン

グからウッドデッキにつながる感じがほっこりするんですよ。み

んな結構ダイニングに集まってくるんですよ。あとやっぱり階段

下の秘密基地を子供たちが気に入ってくれているのが、すごくい

いです。 

川 原：中も漫画とかおいてあって充実してますよね。 

奥 様：そのスペースで遊んでくれるので、あんまり物が散らからなくて

片付けなさいって怒らないでいいんですよ。 

あと、お風呂もみんな気に入ってて、広いからかなぁ。子供たち

もそうですけど、おじいちゃんも結構気に入っていて、前の家の

頃よりお風呂の時間ものびたんですよ(笑)でもやっぱり、新しい

家になって広々した空間の中で、子供たちが楽しんでくれてるの

が一番嬉しいです。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

中山中山中山中山    
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教教教教えてえてえてえて！！！！営業営業営業営業ささささ～～～～んんんん！！！！！！！！    
新築や設計、不動産について、お客様からよく聞かれる疑問や得する情報をご提供するコーナーです。 

 

    住住住住まいのあんしんメンテナンスまいのあんしんメンテナンスまいのあんしんメンテナンスまいのあんしんメンテナンス    
住まいに役立つメンテナンス情報をご提供するコーナーです。 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『大掃除大掃除大掃除大掃除のコツのコツのコツのコツ』』』』    
     大掃除の季節が近づいてきました。年末にバタバタしない様に今から家中の掃除を効率的に終わ

らせるコツを紹介します。やみくもに始めるとかえって大変になります。基本は上から下へ、汚れ

は大から小が原則です。何から始めたら？と言う方に、ポイントと順番をご紹介しますので実践し

てみてください！ 

【【【【順番順番順番順番のポイントのポイントのポイントのポイント】】】】    
 

大掃除は大変ですが、効率良く掃除して気持ちいい空間で新しい年を迎えましょう！ 

【【【【大大大大まかなまかなまかなまかな順番順番順番順番】】】】    
 

  明明明明るいるいるいるい家家家家がががが良良良良いんやけどいんやけどいんやけどいんやけど、、、、    
良良良良いいいい間取間取間取間取りってあるのりってあるのりってあるのりってあるの？？？？    

「この家、気持ちいい！」・・・多くの人がそう感じる家は、太陽の光が降り注ぎ、気持ちいい風が通り抜け

る家。今までたくさんのお客様のお家を見てきた中で特に良かったものをご紹介します。 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『光光光光とととと風風風風をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた間取間取間取間取りりりり』』』』    
    

私私私私、、、、西山西山西山西山がおがおがおがお答答答答ええええ
させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます！！！！ 

■■■■中庭中庭中庭中庭をつくるをつくるをつくるをつくる 

 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

■■■■高窓高窓高窓高窓＆＆＆＆地窓地窓地窓地窓をつくるをつくるをつくるをつくる 

 

●不用品の処分は必ず最初に。地域の不用品処分を利

用する。 

●食べ物カスや油汚れ、水が飛び散 

るキッチン・水回りから始める。 

●高い位置にあるものからホコリを 

取り、拭き掃除。  

●玄関より遠い場所から順番に。 

有田有田有田有田店店店店    

リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当    

上野上野上野上野    

①不用品の処分  

②キッチン 

シンク廻り、換気扇、コンロ廻り、レンジ等 

③トイレ・浴室・洗面所 

便器、床、カビ、鏡など 

④各部屋（玄関から遠い順に）  

天井、壁、サッシ、照明、カーテン 

⑤床、廊下、階段 

2 階にダイナミックに窓を

設け、階段や吹き抜けから 1

階に光を導く手法もありま

す。高い位置からの光は室内

の奥にまで届きやすいので、

明るく快適な空間がつくれ

ます。壁を白くするとより効

果的です。 

 

■■■■ガラスのガラスのガラスのガラスの仕切仕切仕切仕切りをつくるりをつくるりをつくるりをつくる    

隣家が迫っている場所などで

は、窓を高い位置や低い位置

に配すれば、視線を遮りなが

らも光をとり込めます。 

 

水まわりなど光がとり込みに

くい場所なら、間仕切りをガ

ラスにする方法もおすすめ。

家族間でも“まる見え”に抵

抗がある場合は、表面を加工

したフロストガラスをセレク

トしても。 

 

■■■■２２２２階階階階にににに大大大大きなきなきなきな窓窓窓窓をつくるをつくるをつくるをつくる 

 

中庭や坪庭を設け、庭に向けて各部屋に窓をつく

れば、どの部屋にもまんべんなく光が届き、風通

しもよくなります。光と風をとり込む目的なら、

一坪もあれば十分です。 
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会社で起こった色々な出来事や話題をご紹介するなんでもアリ！なコーナーです。 

三洋三洋三洋三洋住宅住宅住宅住宅トピックストピックストピックストピックス    

遅ればせながら、当社でもイ

ンスタグラムを始めました！

まだまだ写真は少ないのです

が、これからオシャレな写真や

イベント情報等をどんどん投

稿していきますので、一度のぞ

いてみてくださいね♪もちろ

んフォローもお待ちしていま

す！（*^_^*） 

このネームタグをこのネームタグをこのネームタグをこのネームタグを    

InstagramInstagramInstagramInstagram でででで    

スキャンすると、スキャンすると、スキャンすると、スキャンすると、

【【【【sanyou.jutakusanyou.jutakusanyou.jutakusanyou.jutaku】】】】のののの    

ページが開きますページが開きますページが開きますページが開きます★★★★    

 久しぶりのお店紹介コーナー♪今回ご紹介させていただくお店は【タツミ・ミュージックデザイン】【タツミ・ミュージックデザイン】【タツミ・ミュージックデザイン】【タツミ・ミュージックデザイン】様です。 

当社でリフォームしていただいたご自宅で、音楽ルームレンタルやピアノレンタルルーム、セミナーや演奏会

などの企画運営をされています。 

今後の活動予定今後の活動予定今後の活動予定今後の活動予定    

●●●●12121212 月月月月 2222 日（日）日（日）日（日）日（日）10101010 時時時時～～～～13131313 時時時時        

「「「「武内順一氏による講演会武内順一氏による講演会武内順一氏による講演会武内順一氏による講演会」」」」参加費：無料、定員 15 名程度 

世界一流ピアニストのコンサート調律を手がける武内氏による講演会。

ピアノの歴史や調律に対する疑問などについてお答えします。 

●●●●12121212 月月月月 25252525 日（火）日（火）日（火）日（火）10101010 時時時時～～～～11115555 時時時時 30303030 分分分分        

「「「「江崎昌子氏による演奏会と個別レッスン江崎昌子氏による演奏会と個別レッスン江崎昌子氏による演奏会と個別レッスン江崎昌子氏による演奏会と個別レッスン」」」」    

参加費：有料（コンサート・個別レッスン共）、定員 20 名程度 

 ポーランド政府より文化勲章を受勲されたピアニスト江崎氏に 

よる演奏会と個別レッスン） 

お問合せは、タツミ・ミュージックデザイン様へ・・・ 

 

ピアノしていたけどやめてしまった方、音大を出たけど音楽から遠ざかっている方 

など、音楽をしていた方にもう一度音楽でワクワクしてもらいたい！と思っています。 

来年 7 月には、スタンウェイ＆サンズ神戸のホールで多数のソロ、アンサンブル演奏

会を行う予定です。 

 ヴァイオリンやチェロ、フルート等の演奏者の 

方々もご参加をお待ちしています。 

ＯＢＯＢＯＢＯＢ様様様様のおのおのおのお店紹介店紹介店紹介店紹介        

タツミ・ミュージックデザイン外観 

スタンウェイピアノ 

巽様巽様巽様巽様よりよりよりより    

タツミ・ミュージックデザインでは、皆様に素晴らしい演奏を

していただけるような環境をお届けしたいと考えています。著名

ピアニストによる個別レッスンや一流の調律師によるセミナー

も行います。また、音楽用レンタルルーム、スタンウェイピアノ

レンタル、レッスン撮影も可能です。 

タツミ・ミュージックデザインタツミ・ミュージックデザインタツミ・ミュージックデザインタツミ・ミュージックデザイン    

住 所：和歌山市美園町 2-22 

ＴＥＬ：073-494-3538 

インスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラム始始始始めましためましためましためました♪♪♪♪    
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スタッフに毎回ひとつの質問に答えてもらうコーナーです。 

 

スタッフにスタッフにスタッフにスタッフに聞聞聞聞いてみましたいてみましたいてみましたいてみました。。。。            
    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

今月今月今月今月のののの質問質問質問質問『『『『おすすめのおすすめのおすすめのおすすめの掃除道具掃除道具掃除道具掃除道具』』』』    

三洋住宅でもついにインスタグラムを開始

しました！見学会やそのほかのイベント情

報、お家の写真などこれからどんどん更新し

ていくので、良ければフォロー宜しくお願い

します！ 

「「「「高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機    ケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー」」」」    
 

「「「「メラミンスポンジメラミンスポンジメラミンスポンジメラミンスポンジ」」」」    

「「「「ノートノートノートノート型雑巾型雑巾型雑巾型雑巾」」」」    
    作り方はいらなく

なった布を重ね、真

ん中をミシンでと

めるだけです。めく

りながら使えるの

で雑巾を何度も洗  

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

    

「「「「クイックルクイックルクイックルクイックル    
ワイパーハンディワイパーハンディワイパーハンディワイパーハンディ」」」」    

伸びるので高いところ

のゴミも楽に落とせま

す。使い捨て出来るので

便利です。 

有田店有田店有田店有田店    

工務工務工務工務    

松上松上松上松上 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

湯川湯川湯川湯川    

「「「「セスキのセスキのセスキのセスキの激落激落激落激落ちくんちくんちくんちくん    
あわタイプあわタイプあわタイプあわタイプ」」」」    

電子レンジやシンクなど何でも使え

てピカピカになります。 

洗面台や台所等水

を含ませて擦ると

きれいになります。 

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

吉野吉野吉野吉野    

「「「「セスキのセスキのセスキのセスキの激落激落激落激落ちくんちくんちくんちくん    
あわタイプあわタイプあわタイプあわタイプ」」」」    

洗剤を使わなく

ても使えて便利。

最近は可愛いデ

ザインのものも

多くて楽しく掃

除が出来ます。 

2 度拭き不要なので使いや

すく、無臭なので良いです。 

細かい部分(溝など)にスプレーして綿棒で

汚れを擦って最後に拭き取って使います。 

「「「「メラミンスポンジメラミンスポンジメラミンスポンジメラミンスポンジ」」」」    

「「「「スーパークリーナースーパークリーナースーパークリーナースーパークリーナー    
万能万能万能万能ｊｒｊｒｊｒｊｒくんくんくんくん」」」」    

固く絞った布に少し

つけてこするだけ。

研磨剤は入っていな

いので傷つくことな

く汚れが落ちます。 

いに行かなくていいので、時間短縮。楽に

お掃除できます♪ 

有田店有田店有田店有田店    

リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当    

中岡中岡中岡中岡    

 最近までとっても暑かったのに気付けば肌

寒い季節になりましたね。皆さん季節の変わ

り目で、風邪をひかないように、寒さ対策と

うがい手洗いをしっかりして気を付けて下さ

いね。 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

どえらい落ちる。土間、コ

ンクリートの汚れなどに

いいです。 

※サイディング（外壁）に

は使用しないで下さい。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

中山中山中山中山    

新築担当新築担当新築担当新築担当    

中山中山中山中山    


