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お施主様のDIYコレクション

1　木のおうち　
2　ロフトベッド　
3　ベッド用ハシゴ　
4　手作りキッチン
5　上下する勉強机

201909

9月に行われた築2年のお住まい見学会。お引渡し後にご主人様が製作さ
れた家具の数々にビックリしたので、今日は一部をご紹介したいと思います。
【DIY No.1】ロフトベッド
デザインの良さ、使い勝手、楽しいアイディアが集結。通常手前にあるハシゴが、ベッドの奥の
床をくり抜いて上る形になっているので、正面から見た時にとてもスッキリしています。

【DIY No.2】勉強机
こちらは脚がなく、L型のアングルでもたせる形に。お子さんの成長に合わせて、机が上下する
仕組み。足元の掃除もしやすいですね。もちろん、隣の本棚もお手製。

【DIY No.3】木のおうち&キッチン
1歳の誕生日にプレゼントしたという木のおうちとキッチンが!!もう、驚きすぎて、そろそろ言葉
が出なくなってきます（笑） その他にも家中のありとあらゆる家具がちょっとしたアイディアを
プラスして作られていました。

こちらのお施主様…。実は、当社で家具や建具工事をお願いしている職人さん
のご自宅なんです!いつも、丁寧で誠実な仕事ぶりを拝見していたので、 クオリ
ティの高さは当然なのですが、使う人のことを想って、そこに楽しい、新しいアイ
ディアをプラスしているところが本当に勉強になりました。そして、それを喜びな
がら作っていることがひしひしと感じられました。こんな職人さんと一緒にお仕
事できて、住まいを建てていただけて、本当にうれしく感じた1日でした。

雪が降る季節になると、やっぱり食べたくなるのが“あったか～いもの”。
そんな年末、私は人生初体験の『鴨汁』をいただきました!

高田建築事務所の年末恒例行事です。秘伝のレシピを覗くと、、、。
ネギの多さにびっくり!やはりカモとネギの相性は抜群のよう。
細かな手順に従って下準備をしていくこと2時間。主役のカモが到着しました!

1㎝角に切って、これが最高の出汁になるんです。総監督である会長の絶妙

な配合により味付けはばっちり!

そして最後に登場したのは待ちに待った山もりてんこ盛りのネギ!シャキシャ

キ感を残して食べるのがポイントだそう。豪快に盛り、鴨汁の完成!お昼時の

鼻腔をくすぐる匂いに誘われてスタッフたちが2Fから降りてきました。盛り付

けの際、みんなが笑顔で持っていく様子をみて頑張った甲斐があったと嬉し

くなりました。
平成最後の年の瀬に人生初体験の鴨汁。スタッフの笑顔。
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12 年末恒例!と 人生初体験!!

Toy’s master

1　角切りにしたカモ肉　
2　豪快に盛り付け　
3　カモ汁の完成！！　
4　山盛ネギ
5　たくさん食べてね
6　おいし～い！！
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主役のカモ肉
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趣味のスペース：男のロマン

アウトドア・スポーツ・家庭菜園など、いろいろな趣味があります。
趣味の道具は増える一方、何処に片付けようか、迷うものです。
築縁様(OB様)の収納術の一例をお見せしたいと思います。 

趣味のサイクリングであるロードバイクを天井にぶら下げて収納。
デッドスペースになっている上部空間をうまく使った収納です。
引渡し後の定期点検で訪問した時にこれは面白いと思い、撮影をさせ

ていただきました。
私はというと、以前からスノーボードを飾りたいなと思っていましたが、
なかなか行動に移せずにいました。ですが、色々な築縁様のお宅で趣

味の物を飾っているのを見て、ついに私も行動に移しました!

妻には冷ややかな目で見られましたが、男のロマンです。
築縁様の中には、サーフボードを置く所や、キャンプ用品を収納する棚

など、設計時に専用のスペースを設けられている方も沢山いらっしゃい

ます。物置に片付けるのも一つですが、気に入っている趣味のものは見

せる収納もありですね。

2018年11月～2019年１0月に行われた「巣舞るメッセージ」は計

36回でした。ご来場いただいたお客様も「築縁様の住まいへの想い」、
「アイデア」に感動していただけたのではないでしょうか。
見学会は、新しい「築縁」が生まれる大切な場所です。これからも楽

しく、感動する見学会を目指し、スタッフ一同頑張ります。
見学会の開催にご協力いただきました築縁様、本当にありがとうございました。
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1　ロードバイクを天井に　
2　DIYで棚を作り見せる収納　
3　釣竿をアイアンバーで収納　
4　私の部屋です

201806

巣舞るメッセージ
住宅見学会
2019

ロマンを叶えた男

795 Elemental Cube 794 スキップWORLD796 CURVES797 コーナークリエイター798 ポケットパーク

799 相伝の家

802 ひかりドロップス804 ぼくらのワンダーランド

808 Dual home story809 ダブルキッチンQuarter

800 次世代へつなぐ スケルトンリフォーム

810 クラフトワーク

813 Mai Sweet Home814 白いハコの家815 Twin float816 East side Court house

817 Sea Green819 Skip by Skip

822 サウンドコーン824 ノスタル シック

825 Split826 アクアリウムの家で

798 ポケットパーク799 S.S.S.801 凛想廊

803 Three princess castles806 マトリクスⅣ807 小さな冒険家たち

807 想いを巡らす家811 SPRING SHIP

812 ヴェンデミーア

816 West side Cafe terrace818 畳と床坐の家820 Industrial on the Wall

821 Fitする暮らし方823 Living45°823 受け継ぐ家

827 「Fika」に暮らす家828 四季彩の家829 築2年のお住まいToy’s master
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コンセプトは「ノアの方舟の再来」
地域との交流を通じて、子供たちが育まれるような空間づ
くりを目指しました。

下屋部分に舟の幕板のイメージを重ねて、低い軒が子供
たちの視線に寄り添うように。塔屋には保育室や地域交流
スペースを設け、吹抜にして広がりを感じるように。

そして、ポイントは中庭テラスです。中庭テラスを挟んで、保
育エリアと地域開放エリア、厨房エリアを計画。アプローチ
も兼用し、地域の建物利用者と子供たちの活動が混ざっ
たり、朝の登園時に調理中の厨房からいい匂いがしたり・・
子供たちの生活を+αで彩る空間となりました。

企業主導型保育園「ひかりキッズ」
令和元年9月竣工

「t iny Noah ’s ark」

竣工のご紹介
―各種建築―

Co
mp
let ion of Work

コンセプトは「３つのCROSS 」
60年の歴史をもつ教会です。
教会員、地域にとって心地のよい建築を目指しました。

１.会衆間のCROSS
礼拝堂はゴルゴタの丘に刺さる十字架を焦点とし、２本の
登梁が力強く伸びて上下階をつなぎます。

２.地域とのCROSS
ダイナミックな吹抜×閑静な住宅街に溶け込む外観。
南北ともに道路に面する敷地で、２つの玄関＋通り土間を
設け地域に開きます。

３.時間軸でのCROSS
原点である十字架から未来へ立体的に拡がっていく空間。
歴史を継承する全ての世代に優しいデザインに。

長岡福音キリスト教会
平成30年12月竣工

「3  CROSS Church」

【リフォームフェア出展のお知らせ】 令和2年２月22日（土）・23日（日）
ハイブ長岡（長岡市）で行われる『日報 住まいのリフォームフェア2020春』にリフォーム部も出展することが決定しました！
「春まで待てないわ」という方は、いつでもリフォーム部へご連絡下さい。お待ちしております。（リフォーム部／佐藤・田辺）

リフォーム部
リ フォー ミー

Re
nova t i on 長岡

リフォーム部 本格始動から来年で15年目を迎
えます。準備期間を含めると2 0年という長い
間、築縁様からご支援を頂き、本当に感謝の毎
日です。リフォームをご計画の際はご遠慮なくお
申し付けください。お待ちしております。

私のための、家族のために、もう一度
新しい居場所を見つめ直してみませんか

Re for me

歴史のある写真館の一部
をカフェにリフォーム。写真
スタジオはそのままに、暗
室を厨房へ。入口はガラス
張りから爽やかなブルーの
木 製 戸に。土 間スペース
は、居心地のいいベンチと
椅子席、カウンター席へと
変容。

ダイニングキッチンと和室２
室をLDKと書斎にリノベー
ション。大空間に一新され、
動きやすく快適に。

リフォーム施工例

『 Photo & Cafe Kusano 』

『 LDKリノベーション 』

BeforeBefore AfterAfter

BeforeBefore AfterAfter
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