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　お部屋をダイナミックに装うオリジナル
壁紙をご存じですか。お好きな写真やイラ
スト、幾何学模様といったデザインをイン
クジェット出力した壁紙です。これは国土
交通大臣の認定を受けたF★★★★の基準
値と、防火認定基準を満たした商品なので
一般の壁紙同様に安心して利用できます。
すでに商業施設やホテル、病院、オフィス
などで、多種多様の空間作りを「インテリ
ア」という視点から使われているんですよ。
例えば、大自然の風景写真を貼ると部屋が
畳数以上の広さに感じられ、部屋に入る度
に思わず深呼吸しちゃうかも。あるいは、

子供部屋に大きな木を描いたイラストの壁
紙にフックを付け、帽子などを掛けると、
まるで木の枝に掛かっているように見え、
お部屋が楽しくなりますよ。アートで暮ら
しに癒しと遊び心を。これから、新築やリ
フォームを考えている方はアイデアと少し
の勇気を振り絞って挑戦してみてはいかが
でしょうか。（デザイナー出村浩之／D-light）

　東区中沼町69-1に当社の木工場がありま
す。ここで住宅の構造材の墨付、切込、床
材（カラ松ムク）他、各種材木、家具等を
作っており、機械もパネルソー（幅だけを
切る）、横切り（長さだけを切る）、ミゾ
切り、穴あけ機械、プレス等、所狭しとあ
ります。当社で作る建具はムク材を組み合
わせる框組です。框組は縦材と横材を組み
合わせ、上下の空いたスペースに羽目板を
挟み込むという作り方です。通常、合板を
貼り合せたフラッシュ建具が主流で、框組
の建具をほとんど見かけません。フラッシ
ュ建具は薄いベニヤと骨材をプレスするだ
けで塗装の必要もありませんが、框組で使
う材は曲がったり、節があるなど難しく、

材の見せ方も考えて仕上げなければなりま
せん。引き渡してからも乾燥して調整する
必要があるため、手間がかかるのです。
　このような建具を作る際には、枠材の端
材等も多量に出ます。これらの端材は幅や
長さが工作するには割と使いやすいと思い
ます。端材は空袋に入れ常に約10kgほどシ
ョールームに置いています。ひと袋50円、
お一人様3袋までお譲りしています
ので、ご希望の方はぜひこちらへお
立ち寄りください。

　マンションリフォームの工事を行い、引き
渡しの時点では異変はなかったのですが、1
か月ほど経った頃にお客様から「天井のクロ
スの目違いが目立つのですが、直していただ
けますか」とお問い合わせがあり、引き渡し
の半年後に手直しを行うことに。その際、目
違いの原因はクロスの貼り方にあると思い込
み、天井のクロスをはがして目違いの箇所に
入念に処理を行いクロスを貼り直しました。
お客様から「これでもう大丈夫ですね」と念
を押されたので「大丈夫です！」とお返事し
て納得していただきました。しかし、その1
か月後、「前回の症状よりもっとひどくなっ
た」と再びお客様から連絡が。「もうあなた
じゃダメだから、上司を連れてきて！」とも

言われてしまったのです。念入りに直したの
に一体なぜ？という悔しさを感じつつも上司
に相談したところ「あのお客様なら、誠意を
もって対応すればきっとわかってくれるはず
だ。最後まで責任を持って担当しなさい」と
背中を押され、私はすぐさまお客様宅を訪問
し謝罪。「原因を調べ、症状を改善していき
ますので、再度、私に担当させてください」
と頼み込み承諾を得ました。そして社内でも
話し合い、詳しく調査した結果、原因はクロ
スではなく、クロスの下地にあったことが判
明したのです。今度こそ正しく施工をし直し
て工事は完了。もう
発生しないはずです
が、お客様は今でも
不安でおられると思
いますので、再び訪
問をし、確認す
る予定です。

　6月～8月が旬のブルーベリー。ヨーグル
トに入れたり、タルトにのせたりすると美
味しいですよね。市販の冷凍モノやジャム
も便利だけれど、フレッシュな果実を味わ
ってみたい！ということで、今回はブルー
ベリー狩りを体験してきました！

東区中沼町127-23の「ブルーベリーさっぽろ」
さん。ずっと向こうまでブルーベリーの木が！

熟した実は触るだけでポロポロと落ちてしまう
ので、下にカゴをスタンバイするのがポイント

開園期間は7月中旬～
8月下旬までとのこと

甘くて美味しい実をそ
の場でいただきます！

暮らし
のある



【住宅エコリフォーム補助制度】（札幌市）
　第２回目の受付期間は終了になりました
が、申請額が予算に達しなかったため抽選
は行わず、受付期間が延長になるとのこと
(先着順)。申請者には、順次、補助金交付
決定通知書を送付されます。補助申請の進
捗率が予算の８割を超えたら、札幌市のＨ
Ｐに進捗状況が掲載されます。

札幌市ＨＰ「住まいに関する主な支援制度」
http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutak
u/03reform/index.html

■補助対象の住宅
戸建住宅、長屋、共同住宅の住戸部分

■補助金額
総工事費の10％以内かつ戸あたり50万を上
限とする

■補助対象工事
省エネ・バリアフリー改修工事
①浴室の全面改良　②階段の改良
③便所の改良　④段差の解消
⑤通路の拡幅　⑥手摺の設置　
⑦出入口戸の改良　⑧窓の断熱改修工事
⑨床全体の断熱改修　
⑩屋根・天井全体の断熱改修工事
⑪外壁全体の断熱改修工事

その他にも様々な制度があります。
興味のある方はご相談ください

　お盆に親族で集まった際に「父親が生前
耕していた畑の雑草が伸び放題だから草刈
りをしよう」という話になりました。皆で
畑に赴き、慣れない草むしりに悪戦苦闘。
そして畑の半分ほど作業が進みかけていた
とき、「マムシ！」と誰かが叫びました。
突然出現したマムシに皆が注目。「誰か捕
まえて」「飛ぶから気をつけて」と言いつ
つびくびく。腰が引けながらも鍬を片手に
マムシに挑んでなんとか取り押さえること
に成功。マムシに鍬の刃を入れて、穴を掘
り、埋めてしまいました。そのときはマム
シの生態をよく知らなかったのですが、後
で「マムシの毒は強力で噛まれると死ぬこ
ともあり、さらに飛んできて襲いかかる」

と聞き、暑い時期なのにもかかわらず「ぞ
っ」と寒気がしました。今回は幸いにも被
害はありませんでしたが、雑草の生い茂る
庭や畑、山菜採りやきのこ狩りで山に入る
ときには、危険な生き物に遭遇する可能性
もあります。草木の多い場所へは、厚手の
長ズボンや長靴を履くなどし、万が一被害
に遭った場合は、即病院に行って手
当てを受けることをお勧めします。

　皆さま、こんにちは！ 今年の夏もたくさん楽しめましたか！？
これからやってくる季節も魅力満載なので、はりきっていきましょう！
　さて、先日参加させていただいた心理カウンセラーの先生のセミ
ナーで、「人は何か起きた出来事に対して受け止め方を変えてみる
だけで、感じ方やとらえ方が全然違ってくる」ということを教わり
ました。例えば、自分の意見を人に批判される
と場合によっては怒りを覚えるということもあ
りますが、その言葉を良い方向に考えると自然
に怒りもなくなり、かえって良い考え方ができ
て、余計な体力も使いません。私も家族に「や
せなさい」と言われて続けて早５年…。この言
葉をよい方向にとらえられるよう心がけていま
す。（ちょっと違うかもしれませんが）
　皆さまも、もし誰かから指摘を受けることが
あったら、少しでもいいので良い方向に考えて
みましょう。案外、物事がうまくいくこ
ともあるかもしれませんよ。

イラスト：ノンコ（消しゴムはんこをモデルハウスで販売しています）

格子から漏れる光がキレイです！ 薪ストーブ付。土間は床暖房で暖か 壁にはガラスを埋込み 隠れ家的な書斎も
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