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◇セレクトホームでは 
建築現場周辺にミニコミ
を配布しています。 

New Face Carpenters Information 

お陰様でセレクトホームは着工待ちのお客様を抱えるほど忙しい工務店となりまし

た(人´▽｀)抱える現場が増えたため、確かな腕を持つ大工さんと、可能性無限大の

元気な若い大工さんが社員大工さんとして入社致しました！常に高みを目指す社長

と、頼れる現場監督率いる 6 人の信頼できる大工さんで結成された「チームセレク

ト」は、常にお客様のためにより良い家作りを目指して仕事に励んでいます!! Team Select 

ルンバ基地 

オリジナル造作 

アメリカンフェンス 

家具とも調和するヘリンボーンの
キッチンカウンターの壁 

この他、社長の熱い思いを理解し、実

現してくれる頼もしい職人さん達に支

えられ、セレクトホームの確かな家造

りが完成します。百聞は一見に如か

ず！是非セレクトホームの熱い家造り

を感じることができる「体感モデルハ

ウス」にいらしてくださいね(*^^*) 

セレクトホームが社員大工にこだわる理由 

一般的に住宅会社では大工仕事は別の業者に外注することが多いです。家造り

において重要なのは、大工の確かな技術はもちろん、現場での正確でスピーディ

ーな意思疎通やお客様目線での配慮です。社長と同じ家造りに熱い思いを持っ

た社員大工たちだからこそ、お互いを高めあい、技術やノウハウを共有し最高の

「チームセレクト」が完成します！これからもチームセレクト一丸となって、より良

い家造りを目指し続け、常に進化した最高のお家をお客様にご提供致します！ 

ハンガーパイプを採用し 
魅せる収納に 

限られた空間はオープン収納に 

個性的でオシャレなニッチ 

ニッチに合わせた三角垂れ壁

のパントリー 

Select1_home 

茨城県南の住宅建築は株式会社セレクトホーム 
 

インスタで 
人気のオシャレ技を

ご紹介♪ 

フォロー&いいね 

よろしくお願いします♡ 

ご趣味のボルダリング造作を

吹抜け部に 

鏡下からティッシュを 

取り出せるよう工夫

機能的な造作洗面 

 いつも元気なベテラン大工Ｂさん 
大工 K さんと大工 O さ
んとっても仲良しのＢ
さん♪スタッフとも気
さくに話してくれる明
るい大工さんです!Ｂさ
んの気密測定値は驚異
の数値!!確かな腕をもつ
ベテラン大工さんです。

現場監督と公私ともに仲
良しの Y さん。現場監督
のＳさん曰く、とても助
けられているそうです。
スタッフは Y さんのオシ
ャレな持ち物が気になっ
ています!頼れるＹさん
に期待しています♪ 

頼れる大工Ｙさん 期待の星☆新人大工 Y さん 
セレクトホーム一番の
若手!そしてとっても
礼儀正しいＹさん。と
っても素直で、親方た
ちの技術をどんどん吸
収しているので、凄腕
大工になる事間違いな
し!期待の新人です♪ 
 

アスレチックネットで吹抜けを遊び空間に 

ヘリンボーン張りの 

アクセントウォール 

龍ケ崎市城ノ内 

平屋モデルハウス 

お待ちしてます♪ 

社長 熊谷 



太陽光発電と電気代情報＋蓄電池情報     ～建築中現場の進捗状況～   

守谷市_オール電化住宅（セレクトホーム 社長宅） 

 
 

 

 

 

 住まいを愉しむ  Vol．81 

音楽鑑賞のススメ Ｐａｒｔ．３   ～ 気分を上げる！明るく楽しいクラシック名曲選 ～ 

長引くコロナ禍、不安定な世界情勢。そんな中でも、いよいよ新年度を迎えました。春の温かさに見守

られながら、前向きに新しいスタートをきりたいものですね。今回は、聴くと気分が上がるような、明

るく楽しいクラシック曲たちを紹介します。 

＜「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 モーツァルト＞ 

弦楽器の明るく美しい響きが印象的な、セレナード１３番ト長調Ｋ.５２５。「アイ

ネ・クライネ・ナハトムジーク」とはドイツ語で「小さな夜曲」を意味するそうです

が、朝夕問わずに楽しく聴けるような明るさがあります。モーツアルトの珠玉の名作

と言われる有名な曲で、日本でも人気が高い作品。誰もが一度は耳にしているであろ

うテーマの旋律は、とても耳なじみがよく親しみやすいものです。聴きながら、思わ

ず口ずさんでしまいそうですね。 

＜「四季」より「春」 ヴィヴァルディ＞ 

ヴァイオリン協奏曲第１番ホ長調。春のクラシック曲と言えばコレ！というよう

に、春の明るさを象徴するような有名な曲。多くの方が学生時代に学校で鑑賞し

たことがあるのではないでしょうか。聴いていると、春の草原が目に浮かび、小

鳥たちのさえずりが聞こえてくるように、明るく爽やかなイメージが膨らむ曲で

す。曲の世界に入り込んで、「春」を堪能してみてはいかがでしょうか。 

＜交響曲第６番 「田園」 ベートーヴェン＞ 

ベートーヴェン自身がタイトル（表題）をつけた、唯一の交響曲と言われる作品。モデルとされる、ハ

イリゲンシュタットの、のどかな田園風景が目に浮かぶような穏やかな旋律から始まります。しかし、

ベートーヴェンは、この曲は単なる絵画的な描写ではなく、田園での人々の喜びの感情を表現したもの

と語っていたそうです。それが、より深く心に響く所以なのかもしれませんね。 

＜ゴリウォークのケークウォーク ドビュッシー＞ 

ドビュッシーが溺愛する愛娘のエマに作曲した、ピアノのための組曲「子供の領分」

の中の一曲。近年では、ピアノの発表会で演奏されたり、コンクールの課題曲にさ

れることも多く、ピアノ学習者にとっては比較的馴染みの曲かもしれません。独特

な面白みのあるメロディーは、とてもリズミカルで印象的です。大人が子どもらし

い気分に浸ることができる、どこか懐かしさも感じる名曲です。 

＜「セビリアの理髪師」より「私は町の何でも屋」 ロッシーニ＞ 

オペラ「セビリアの理髪師」の第一幕にて、バリトンによって歌われるアリアのひとつ。

とても陽気で活発なメロディーは、明るく楽しい気分にさせてくれます。歌はもちろん

のこと、ヴァイオリンやチェロといった弦楽器のためのアレンジによる演奏も、とても

素敵です。気分転換をしたい時などにオススメ。嫌なことを忘れて明るい気分に、自然

と笑顔になれるような一曲です。 

 

 

つくばみらい市 

富士見ヶ丘① 

守谷市板戸井② 我孫子市 

柴崎台⑤ 
工程段階 

①地鎮祭 

②基礎工事 

③上棟 

④木工事 

⑤設備工事 

⑥外壁工事 

⑦建具取付 

⑧造作工事 

⑨ｸﾛｽ工事 

⑩ﾀｲﾙ工事 

⑪建物完成

⑫外構工事 

 

つくば市 

房内⑥ 

古河市平和町⑥ 守谷市本町⑧  

守谷市本町⑪ リフォーム工事 

・・・つくばみらい市・守谷市・東中野 

間取り打合せ中 

・・・守谷市・龍ヶ崎市・坂東市 etc 

 

 2010 年 3 月 2020 年 3 月 2022 年 3 月 

売 電 0 円 12,192 円 2,252 円 

電気代 14,843 円 16,248 円 16,918 円 

差 額 －14,843 円 －4,056 円 －14,666 円 

 
ただ、高額な

電気代払って

いました 

太陽光を載せる

ことで、プラスα

になっています 

深夜電力で蓄電し 

朝晩の電気の購入

を抑えています 

☆☆ おてがる cooking ☆☆ 

 

我が家では固定買取制度終了に向けて、２０２０年１０月から蓄電池を
導入しています！４８円から８．５円は、ダメージ大きいですね。 

 子供達が無事進学・進級し、新年度がスタートしました。今までファミリークローゼット
に子供達の服をまとめて収納していましたが、子供部屋にも服が置けるように、ハン
ガーパイプと、たくさん収納できる大きな本棚を購入し、それぞれの子供部屋に設置
しました。新しい生活はドキドキですが、いいスタートが切れますように…� こぱん 

◆次回は、5/12（木） 

発行です。 

どうぞお楽しみに！ 
 

発行 株式会社 セレクトホーム くまこ＆とぴこ＆おきく 
●本店：茨城県つくばみらい市絹の台 2-18-1（谷和原インターすぐそば） 
Tel：0297-34-0010 Fax：0297-34-0012  E-mail： select1@select-home.co.jp 
●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内 5-26-1 
●リノベ体感宿泊ハウス：龍ケ崎市出し山町 48 
●守谷体感ハウス：守谷市薬師台 6-2-8 

展示場予約は 
こちらから♪ 

https://select-home.co.jp/ 

浮いてないので・・・ 

節約せねば！と「冷凍庫」を買ってみました。
お安くしてくれるというので、サイズアップし
ちゃいました！さぁ、何を詰めようかしら♪☺ 

アスパラとちくわの 

マヨポン＆マスタード炒め 

＜材料＞ ３～４人分 

●アスパラガス・・・６本（２束）

●ちくわ・・・５本（１袋） 

●マヨネーズ・・・大さじ２ 

●ポン酢・・・大さじ１ 

●粒マスタード・・・小さじ４ 

●オリーブオイル・・・小さじ２

 

＜手順＞ 

① アスパラガスは下の固い部

分を切り落とし、２ｃｍ幅の

斜め切りにする。 

② ちくわも２ｃｍ幅の斜め切

りにしておく。 

③ マヨネーズ・ポン酢・粒マス

タードをよく混ぜ合わせて

おく。 

④ フライパンにオリーブオイ

ルを入れて熱し、アスパラガ

スを炒める。 

⑤ ④にちくわを加えてさらに

さっと炒める。 

⑥ ⑤に③の調味料を加えて、全

体にからめたら火を止める。

⑦ お皿に盛って、完成♪ 

 

旬のアスパラの甘みと歯ごたえ

が楽しめます。マヨポンマスター

ドの絶妙な酸味もポイント！ 


