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愛犬と暮らす平屋の家

ごぷごばは累と溶け込む〇邸です---£羞__,, ウッドデッキの上に作りつけた
物干しは杉の竿受けに竹の竿。
軒が深く急な夕立でも安心。

母屋の雰囲気になじむように外壁は焼杉。
軒裏は骨組みを見せて化粧仕上げに。
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木製の玄関ドアや手
造りの下駄箱、 陶製
のペンダントライ
ト。 温かく人を迎え
ます。

川の傾斜面に接している敷地は安心して過ごせ るよう、 環
境に優しい砕石パイルによる地盤改良・補強を行いまし
た。／

手刻みの米松の梁が住まいに安定感を醸し出し、 杉の床板は優しい暖かさを感じさせます。

棟梁の手による 「墨
付け手刻み」。 柱の
位置・向きを考えな
が ら、 1本1本丹精
込めて刻みました。
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アトリエムスタ設計室 黒澤彰夫さん

登山道に面した自然環境豊かな場所にたたず
む0さんの家は、自然素材にこだわ った平屋の
家が要望でした。2年の歳月をかけて、プランニ
ング、寒さ対策、漆喰選び、照明、キッチンや洗面
台など実物を確認しながら丁寧に打ち合わせを
重ねました。敷地に隣接したこ‘両親の住まいに
合わせて外観は焼杉に。自然素材の経年変化を
楽しみながら愛犬と暮らす家は、川のせせらぎ、
木々がゆれ る風などの自然と共生しながら愛さ
れていくことでしょう。

シンボルツリ ーの大きな欅ヴもとにたたずむ家。

ゆるやかな曲線を描く屋根裏の天井。 壁の漆喰は吸湿性が高
く、 爽やか。 室内に干した洗濯物の乾きの良さを実感。
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一戸建ての住まいは、私たち

夫婦にとっての「夢」でした。設計
士の黒澤さんから御紹介いただいた守屋社長から「お施主さ
んにはお住まいに対する思いや希望を大切にしながら、具現
化することが我々の仕事です」という言葉を間き、その瞬間
「守屋工務店さんにお願いしよう」と決めました。

手刻みでの施工をはじめ、本当に丁寧な仕事ぶりに大変
感謝しております。なかなか現場に伺うことができなかった
ので、守屋社長、棟梁の伊藤さん、大工の平澤さん、職方さん
たちをお迎えし
て開催したお疲
れ様会は、よい
思い出になりま
した。「夢」を叶
えてくださリ、あ
リ がとうござい
ました。
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メロンとトマト

小学生の頃、夏休みはほとんど長野の田舎に
行っていて毎年行 くことで向こうに友達もで
きました。その友達の家に遊びに行くとおば
あちゃんがおや つを出してくれました。メロン
とトマトに醤油をかけて出してくれました。今考
えるとかなり違和感があるのですが、その当時は
それが 美味しくて、友達が登校日で学校に行って
いるのに私だけで遊びに行きました。おばあちゃん
は「メロン」と言っていましたが赤肉のメロンのような
ものでは無く、大きな瓜といった方がいいと思います。
おやっとはいえ、出 てくるものはお菓子ではな く、もは
やお新香でした。日差しを遮る深い士庇の下、縁側に
腰かけ香る器油の香り、部屋へと抜けていくそよ風、ひ
ぐらしの声、今の住まい造りへの理念につながっている
気がします。

社長

守屋辰彦

不二家の

「フランスキャラメル」

今回は 「昔 食べ ていた懐かしいお菓
子」という事なので子供の頃の記憶を
辿ってみたところ、不二家の 「 フランス 設計

キャラメル」というのがあったのを思い #...t1左智｝子こ

出しました。
赤と白と青のフランス国旗の色をバック
に、 フランスの女の子の顔が印刷されている箱に入った
キャラメルで、 なんとな く異国の雰囲気が漂い、特別の
味がしたように思います。
この原稿を書いたのをきっかけにインターネットで検索し
たところ、なんと「復刻版」が販売されているようでした。
懐かしいので注文してみようかな！

現場担当

大森勝夫

アイスキャンデー

昔、夏の日の思い出… 年の頃な
ら8~10オ位かと思う。夏休みになると竹の子真竹の皮
を拾い集めて売ったり、たばこ農家だったのでたばこの
葉を運ぶ手伝いをしておこづかいをもらった。暑い日に
は、荷台にアイスキャンデーが入っている箱を 乗せた自
転車が、チリンチリンと鐘を鳴らし売りに来る。おこづ
かいを握りしめ、その自転車を追いかけた。ボンボンも
あったな … 懐かしい思い出が、昨日の事の様に思い出
されます。

ひなあられ

私の母は、駄菓子屋さんや縁日での飲食を
嫌がります。 代わりに学校から帰宅すると
外からもいい香りがする程マド レ ーヌ等々
自作してくれました。なかでも、ひなあられ。
お餅を細か くし、豆も煎り、 菓子店からポ
ンというお米を膨らませた物を買い、 水あ
めを作ってそれらを 合わせる。 部屋に並べ
た模造紙にいっぱいに広げて冷まします。
大量に作っては、親戚や友人にも配ってい
ました。 お店のピンクの可愛いお菓子を羨
ましく感じた事もありましたが、 ポンは手に
入らな くなり、 母が手間暇かけ て作ってく
れた、 祖母の味を受け継いだ貴重で懐かし
いそして贅沢なお菓子は、 今は大切な思い
出です。

経理

守屋祥子

□/ム尋 会長

守屋辰雄

営業部長

今井治彦

工事課長

立花慶次

ビックリマンチョコ

小学生の時に流行ったビックリマンチョコが思
い出のお菓子です。固めのウエハ ー スの間にチョコ
と砕いたピ ー ナッツを挟んだお菓子です。お菓子が好
きという よ り もシ ー ル集めに夢中で した。年末になる
と祖父と府中の卸売りセンタ ー に行 く のが恒例で、 そ
こで 1つだけ好きなものを買っ ていいぞということで
選ぶのがビックリマンチョコで、 しかも箱ごとの大人
買い。子どもの頃に味わった、 夢がかなう瞬間を今で
も忘れません。

水飴

昭和2 0年代の物心ついた頃、自宅近
くの広場に 1カ月に1度ぐらいの割
合で、紙芝居屋さんが来 て、3話位の
話が終わるとサッと箱から色々 なお
菓子を取り出して売っていた。その中
で私の好きなお菓子は水飴だった。
二本の割り箸で透明な飴を 真っ白く
なるまでクルクル、クルクル回し、少し
ず つ大事に食べたことが 今でも目に
浮かぶ。

おむすび

戦時中… 昭和20年頃、食べ物が無く
（もちろんお菓子も無く）何時も空

腹を感じ て居りました。
学校帰りは4キロの上り坂を一時間。

腹を空かして家に帰ると、祖母が矩撻に
入れて温めてくれた『おむすび』が ・ ・。
本当に美味しかった。懐かしい味です。

ヤンヤンつけボー

平成生まれということもあり、現在も販売されて
いるお菓子の思い出になってしまいますが …明治
の『ヤンヤン つけボ ー』というスナック菓子を好ん
で食べていた記憶があります。
また、パッケ ー ジの裏に間違い探しがあって楽し
かったのが印象的です。
大人になった今、大人買いして食べるのが楽しみ
です。

大工

平澤 拳

チョコレ ー ト

子どもの頃によく食べたお菓子 … そして今
も好きなのはチョコレ ートです。いつもワン
パターンでチョコばかりだったので、懐かし
いお菓子が他に見 つかりませんでした。
毎年バ レンタインデー の時期には「女子か
ら男子にじゃな く、逆だったら良かったの
になぁ」と思っていまし た（もらえる前
提？！）
最近は、同性どうしで贈りあう友チョコや
自分に買う自己チョコ ・ ・ ・とバリエー ション
も増えたので嬉しく思っています。
娘たちにも『チョコ好き母』のイメー ジは
定着しており ‘‘機嫌を取りたい
時 ’'のアイテムとなってい
ます（笑）

設計・営業事務

笠原雅子
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ひと紹介

小倉久由さん（（樹コバヤシ）
． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

建築業界の知識と経験が豊富で
頼りになります

（株コバヤシ は、小平に本社を置く住宅資材の
総合商社。 その営業マンとして22 年、 社の方針

『地域の方に快適な住環境を提案』を、 そのまま
守屋工務店とのお付き合いにも活かしてくれてい
ます。一言で表せばオ ールラウンダーで、何で
も相談に乗ってくれる真面目な人です。

日々変わりゆく建築の材料や設備について最
新の情報を提供してくれたり、難解な助成金や

補助金についてかみ砕いて解説をしてくれたりと、
有難い存在です。

穏やかな口調と諷々とした雰囲気が持ち味で、
意見やアドバ イスは的確です。 協力業者の活動
や運営の仕 方にも意見を出し協力もしてくれ、 と
ても頼りになります。

仕事と家庭を大切にし、趣味は当面おあずけ
のようです。
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