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社長コラム
社長コラム
社長の伝えたい想いや出来事をお届けするコーナー。

「今、平屋が
平屋が熱い！」
先日、あべのハルカスで「太陽の塔展」
◆上野山のトイレ美術館
上野山のトイレ美術館◆
のトイレ美術館◆
を見てきました。1970 年の大阪万博は私

～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～

が小学校 5 年生の時でした。ほぼ 50 年前になります。
こちらはゴッホの
オリジナル作品

日本中が高度成長で明るく輝く未来を夢みた時代だ
ったと思います。その頃、生命の誕生から人類に至る
までの歴史を表現していて、単なる文明や進歩の礼賛
ではない「太陽の塔」というシンボルを創りだした岡
本太郎はすごかったんだなあと改めて感じました。
さて、話は変わりますが万博のころ青年だったシニ

「自画像の美術史（
自画像の美術史（ゴッホの部屋を訪れる）
ゴッホの部屋を訪れる）」
森村泰昌（
森村泰昌（2016 年）

ア世代の皆様から、立て続けに平屋のご依頼を受け、
建築させていただいています。弊社では平屋の「季楽」
という規格住宅があります。開発のきっかけは「ハナ
レ」でした。母屋の横で隠居部屋としてあるいは三世
帯同居の新婚世帯の新居として、世帯毎に台所やお風

今月は普通にゴッホです。ちょっと違うのは、これはゴ
ッホの描いた絵ではなく、ゴッホの絵の部屋を立体で作
って作者本人がゴッホになってその中に入ってしまっ
た写真だという点です。作者は森村泰昌、30 年以上も
自分自身が絵画になるという手法で独自の世界を切り
拓いてきた芸術家です。なんとも言えない違和感を楽し
んで頂きたいと思います。

呂を備えた平屋をと開発しました。
しかし、最近の平屋の用途は母屋の建て替えです。

建ててみて気づいた平屋のメリットは家族の心の

お子様も独立されてご夫婦二人の生活となり、そんな

バリアフリーです。二階建ての場合、どうしても一階

に部屋は要らなくなります。また、足腰が弱ってくる

と二階をつなぐのは細い階段だけになりコミュニケ

と階段の登り降りも危険が伴います。ご高齢になられ

ーションが取りにくくなります。その点、平屋にして

ても自立した生活を続けるためには平屋のバリアフ

LDK をまん中に配してそこに各個室を繋げるとそれ

リー性が活かされます。

ぞれの繋がりが密になります。
「ご飯ができたよ」
「早
く起きてよ」と日常の会話

洗面所
トイレ
UB

子供室

が届き易くなります（二階

寝室

建ての場合のリビング階段
子供室

も同じような効果です）
。
そう考えると平屋の持つ
心のバリアフリーは小さな

LDK
玄関ホール

お子様のいる子育て世代に
こそ大切なことではないか

代表取締役

上野山喜之
上野山喜之

平屋規格住宅「季楽」間取り例（26 坪）
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なあと思えてきます。

住まいメイト cafe
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。

大人の
大人の塗り絵
WAY をウロウロしていて見つけたのが、「大人の塗り絵」です。
色鉛筆で重ね塗りをしたりと根気のいる作業で、やり始めはちょっとイラッとしましたが、
住まいメイト

最近は慣れてきてだんだん楽しくなってきました。
鈴木

富士山

白川郷

浜松市フラワーパーク

モザイクタイルミュージアム
岐阜県多治見市にある【モザイクタイルミュ
ージアム】へ行って来ました。
タイルには色々な色があり、様々な形があ
住まいメイト

り、それらを上手く組み合わせて人を惹きつけ

坂東

るようなデザインを生み出していました。自宅
の何処かにタイルがある生活、素敵です。
個性的な外観

バナナとみかんも
モザイクタイル！
金魚が泳いでいるようにみえます

たくさんのタイルが
展示されていました

お料理味付けレシピ
『 カレーうどんのつゆ

A

だし汁
醤油
みりん
カレールー

・・・
・・・
・・・
・・・

』

6 カップ
1/4 カップ
1/2 カップ
大さじ 3

（荒切り）

塩・コショー ・・・ 適量
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【作り方】
・A をひと煮立ちさせ、ルーを溶き入れ、塩・
コショーで味を整える
【使い方】
・ラーメンに変えてカレーラーメンに。揚げた
じゃがいもを煮ても美味しいよ。

新築さんの
新築さんの
Ｋ様邸
～後編～

こんにちは！
こんにちは！お宅訪問

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。
今回は後編です。

【三洋住宅に
三洋住宅に決めた理由
めた理由】
理由】
川
奥

原：三洋住宅にした決め手を教
えてください。
様：話しやすそうっていうのも
あったし、家を考え始めた時に遠
くの会社だと、家族みんなの生活
リズムはバラバラだから、打ち合
わせ１つでも難しそうだなって思
ってて。三洋さんだったら近いし、
自分たちの生活に合わせて話を進
めていけるかなと思って、それに
地元目線で話できるっていうのが
大きくて、三洋さんにお願いしよ
うかなと思いました。

自分だけの時間を満喫できるスペース

【こだわりポイント！】
こだわりポイント！】
川
奥

中
奥

お友達にも好評のトイレ

インタビューをさせてもらっ
たダイニングはウッドデッキ
とつながっていて開放的

原：お家のこだわりポイントを教えてください。
様：2 階の机のスペース。子供がいて、なかなか自分の時間ってない
けど、成長していって、今よりも世話がなくなった時に自分が没
頭できる場所が欲しくて。あと仕事関係の勉強とかも自分だけの
空間でしたくて、家を作る時には欲しいと思ってたんです。あと
自分の好きに、綺麗に物が飾れる場所も欲しいっていうのがあっ
て、それであの場所を作りました。
山：壁紙もフクロウ柄で可愛いですよね。
様：そうなんですよ。あそこをとにかくこだわって作りました。あと、
トイレもすごく気に入っていて、昔から原色が好きで、トイレの
壁紙を決める時も、最初はちょっとパンチが効いてるかなと思っ
たんですけど、実際見
てみたらいい感じで、
遊 び に来 て くれ た人
と か も良 い なぁ って
言ってくれて、すっご
く気に入ってます！

【三洋で
三洋で建てるならどんな人
てるならどんな人にオススメですか？
にオススメですか？】
川
奥

川

原：三洋住宅で家づくりをするならどんな人があっていると思い
ますか？
様：お願いしやすくて、ちょっとしたことでも聴きやすいし、困
った時に言いやすいのが良いなっていうのが一番にあって、
子供たちもそういう雰囲気が伝わって寄って行くんだと思い
ます。いろんなやりたいことや、こだわりを持っている人も
相談もしやすいし、提案もきちんとしてくれるからそういっ
た人にオススメです。ちょっと無理なこと言ったかもと思っ
ても、素直にありがとうって思えるのが嬉しかったです。
原：ありがとうございます！

お気に入りの雑貨が並ぶ
リビングのパソコンスペース

K 様、たくさん
お話いただき、
ありがとうござ
いました。
新築担当

新築担当

川原

中山
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教えて！
えて！営業さ
営業さ～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。

今月のテーマ
今月のテーマ『
のテーマ『意外と
意外と知らないカーテンを選
らないカーテンを選ぶポイント』
ぶポイント』
カーテンを選
カーテンを選ぶ時のコツって
あるの？
あるの？

私 、 西岡がお
西岡 がお答
がお 答 え
させて頂
させて頂きます！
きます！

設計

西岡

お部屋のコーディネートにおいてカーテンはとても重要ですよね。今回は、そのカーテンのデザインを決め
る際に知っておくと得する３つのことをお伝えしたいと思います。

●カーテンヒダ

●カーテンレール
色んなデザインのものがあって、木目調のフローリ
ングに合わせた木目の装飾レールなどもあります。
統一感が出てお部屋によく合います。

●房掛け・タッセル
房掛け・タッセル
「房掛け」はタッセルを掛けるフックのことで、タ
ッセルはカーテンを束ねる房（ふさ）のことです。
シンプルな形のものやかわいいカーテンに合った
デザインのものもあり、自分のお気に入りポイント
にいかがでしょうか？

よく使われるものでは「1.5 倍ヒダ」と「2 倍ヒ
ダ」と呼ばれるものがあります。「1.5 倍ヒダ」
だとウェーブの量が少なく生地のデザインがよ
り引き出されます。
「2 倍ヒダ」は生地の使用量
が多い分ゆったりとした曲線が高級感を出して
くれます。

1.5 倍ヒダ

2 倍ヒダ

お好みのカーテンをより良く見せるために、
細かい点にこだわってみるのも良いですよ。
房掛け

タッセル

住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。

今月のテーマ
今月のテーマ『
のテーマ『お風呂の
風呂の追いだきについて』
いだきについて』
今まで追いだき機能が無いお風呂で、あれば便利と思っていた場合でも「浴槽を変えなければな
らなそうだし、工事が大変そう・・・」と思われる方も多いと思います。でも実は浴槽を変えずに
工事する事が出来るんです。

【工事の
工事の方法】
方法】
①追いだき機能
いだき機能のついた
機能のついた給湯器
のついた給湯器への
給湯器への交換
への交換
フルオートかセミオートタイプという
給湯器になります。リモコンも一緒に交
換します。
②配管工事
浴槽の横に穴を開け浴槽と給湯器を直
接パイプでつなぎます。浴槽が外壁側に
ある場合は、わりあい簡単に施工できま
す。外壁側に接していない場合施工でき
ないケースもあります。（現状を確認し
て判断します）

【追いだき機能
いだき機能のメリット
機能のメリット】
のメリット】

神﨑

冷めたお湯を沸かしなおすことができます。ご家族の入浴時間
がずれてお湯が冷めてしまっても、冷めたお湯を捨てずにお湯を
温めます。保温機能を使えば自動で適温に保ってくれるので寒い
冬でも浴槽全体が温まっていて冷えた体も温めてくれます。
あと、案外知られていないメリットとして自動でお湯はりが出
来る点です。浴槽のフタと栓をしてボタンを押せば、設定した温
度と湯量で自動でお湯をはってくれます。
よくある、止め忘れでの浴槽満杯浴室お湯
びたし事故は防げます。ただ、栓を閉め忘
れると確実にお風呂一杯分のお湯は無駄
になりますから気を付けて下さい。

給湯器は約 10 年が交換の目安です。今度交換するときには
追いだき機能付の給湯器を検討してみてはいかがでしょうか。
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有田店
有田店
リフォーム担当

三洋住宅
三洋住宅トピックス
住宅トピックス
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。

完成見学会を
完成見学会を行いました
いました！
した！
10 月 27・28 日、11 月 3・4 日に有田川町野田で完成見学会を行いました。2 週間にわたって開催し、た
くさんの方にご来場いただきました（*^_^*）今回は開催したお家をご紹介します☆

白い外壁がキレイな外
観。玄関ドアのグリー
ンがポイント☆写真で
は分かりませんが、玄
関ドアは鍵のリモコン
を鞄に入れたまま、ド
アのボタンで解錠でき
ます。

開放感たっぷりの LDK。
畳コーナーでゆったりく
つろぐこともできます。
リビングには調湿・消臭
効果のある室内タイルも
使用しました(^O^)

奥様こだわりのピンクのキッチ
ン。毎日楽しくお料理ができそう
です♪また対面キッチンなので、
小さなお子様の様子も安心してみ
れます。

整理収納セミナーを
整理収納セミナーを開催
セミナーを開催しました
開催しました！
しました！
10 月 26 日有田店にて「きらめ
き☆愛され収納

～楽に片付く整

理収納～」を行い、5 名の方に参加
して頂きました。先生は雑誌やテレ
ビにも出た事のある方で、なぜ片付
けが大切なのか？、整理収納をする
手順は【 ①減らす ②わける ③収
める 】の 3 点、等さまざまな事を
教えて頂きました。
みなさんとても真剣でした

実際に道具を使って説明もありました

★セミナー後
セミナー後のお客様
のお客様の
客様の感想★
感想★
予定が入っていない日に、

衣服が多いので片付けてみ

『下に物を置かない』を

片付けやすい文房具からや

よう。

徹底して片付けてみよう。

キッチンだと家族に聞かな

自分の趣味のものが溢れて

家族のものを片付けるのに

くても自分１人の意見で片

きて、どう片付けようか迷

ケンカしてしまうので、言

付けられるので頑張って片

ってしまうけど、頑張って

い方も工夫しながら片付け

付けてみよう。

片付けてみよう…。

てみよう。

ってみよう。
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スタッフに聞
スタッフに聞いてみました。
いてみました。
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。

今月の
今月の質問『
質問『おすすめのお酒
おすすめのお酒・おつまみ』
・おつまみ』
「チータラ」
チータラ」

「黄金イカ
黄金イカ」
イカ」
お酒は飲まないけど、

友達と集まった時、お酒は弱いので

ひたすら食ってます。

チータラばっかり食べてます。

不動産担当
新築担当

丸山
川原

「業務用チータラ
業務用チータラ」
チータラ」

「スモークタン」
スモークタン」
（セブンイレブン）
ブンイレブン）

エバグリーンに売っているチータラ。
チータラにしては安くておいしい。

レモン味がスッキリ！

「６Ｐチーズ」
チーズ」

チューハイがすすみます。

設計

「鶏の炭火焼」
炭火焼」
（セブンイレブン）
セブンイレブン）

新築担当

西山

定番ですがチーズ好きには

古山

たまらないです。

柚子こしょう付きで
とまりません。

「じゃがいもで
じゃがいもで塩こんぶ
チーズ焼
チーズ焼き」

「ギュギュっと搾
ギュギュっと搾った
サングリア」
サングリア」

家にあるもので簡単
に作れちゃう。千切り
にしたじゃがいもに
有田店
リフォーム担当

3 種類くらい味があるので
塩こんぶとチーズを

中岡

すが、私は「赤ワイン+オレ
和歌山店
営業サポート

混ぜてフライパンで
ンジ+カシス」が甘くて飲み

吉野

焼くだけ。ご飯のおか
やすいのでスキです。
ずにも合いますよ。

「カルーア」
カルーア」

「紀土 純米大吟醸」
純米大吟醸」
（平和酒造）
平和酒造）

甘いコーヒー牛乳のよう
な味で飲みやすいです。

香りも良く、日本酒を初
牛乳で割って飲むので、
めて呑む方にはぜひおす

総務

量を自分好みの甘さに調

有田店
有田店
リフォーム担当

白井

すめします。

硲本

整します。

編集後記
和歌山店
営業サポート

吉野
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実家のお風呂には浴室換気乾燥暖房機が付

あっという間に年末になりました。年末に

いているのですが、入浴前に暖房をつけてお

なると、家の中の要らない物や使わない物を

くと寒い冬でも暖かくて快適です。寒さが苦

捨てようと思うのですが、なかなか捨てられ

手という方、小さなお子様や高齢者のいるご

ません(^-^;今年こそどうにかキレイに整理整

家庭などにおすすめです。

頓して新年を迎えたいと思います。

