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～守谷市 S 様邸～

◇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。

□■ 毎月 第２木曜日 発行 ■□
セレクトホームの上棟は施工スピードよりも気密を優先しているため、２日間に
分けて行います。新築現場全棟実施のホームインスペクターによる住宅調査で
の「指摘ゼロ」を目標に、より安心・安全なお家造りを目指しています(*^^*)
たタイミングですぐ雨
養生!この日は協力会
社さんが率先して行
ってくれています♪セ
レクトホームの確かな
家造りは、色々な
方々のご協力で支え
られています。(*^^*)

込 体験♪

お天気に恵まれ上棟スタート♪
息ぴったりの職人達が丁寧かつ
迅速に作業を進めます。

チェック項目「釘の
めり込み深さ」対策
に釘打ち機のエア
ーを弱めます。大
工にとっては手間
ですが、より良いお
家造りのため手間
は惜しみません!

施主様

セレクトルール発動 インスペクションの 徹底的な雨養生 ２F の床が張り終わっ

お弁当にこだわって下さったＳ様☆日本亭の唐揚げ
弁当にみんな大盛り上がりです♪ご馳走様でした♡
創業 40 年の日
本亭の名物メニ
ュー!ボリューム
満点です☆
昼食後、FP
パネルの暗
号を解く事
務長(・∀・)

ルーフィング施工まで無事終わり、インスペ
クションに向けて自社検査。最近の屋根防
水検査ではずっと指摘ゼロです!!(^▽^)

S 様上棟おめでとうございます(^^)
S 様にとってオンリーワンの素敵な
お家になりますように・・・☆彡

社長熊谷の家造りへのこだわりは多数ありますが、そのうちの一つがこれ!『コンセントと照明の
打合せは絶対現場で行う』です!!熊谷が事前にお施主様に「どこに何の家電を置くかを検討してく
ださい。」とだけお願いします。そのお客様の家電配置から必要なコンセント口数を割り出し、
それ以外のコンセント位置と合わせて家造りのプロ熊谷がプレゼンさせて頂きます。それにしっ
くりくれば採用して頂き、しっくりこなければとことん現地で一緒に考えます!

パソコンが
あればどこ
でも打合せ
出来ます☆
社長 熊谷

打合せを現場で行うために・・・

出張打合せ
CAD スタッフが在
中しているため、出
張対応も可能です♪
この日は T 様の店舗
にて打合せ。

現場打合せセット
コロナ対策の消毒もば
っちりです♪

上棟後は現
場打合せも
増えます☆

各休憩前清掃

守谷モデル
大工お手製のパーテ
ーションも活用☆

朝一番のご近所清掃

玄関から土足禁止。現場
綺麗化を目指します♪

常に綺麗な現場を目指し、社員大工は朝一番の近所清掃の
他、各休憩前・作業終了後に現場清掃を致します。その他、
階段を早めに仮仕上げし 2 階も安全にご見学頂けるようにし
ています。現場監督が打合せ前に念入りにチェックし、お客
様に気持ちよく現場で打合せ頂けるよう心掛けています。

セレクトホームのこだわりはこれだけではありません!すべてのこだわりはお客様のために・・・
( ˘ω˘ )チームセレクト一丸となって、より良い家造りを目指しています!!他のこだわりも気に
なる方は、是非他の「はぁと」もご覧ください♪ホームページからご覧頂けます(*^^*)
ホームページ

「はぁと」の他、たく
さんの素敵な施工例
を公開中(^^)是非ご
覧ください♪

太陽光発電と電気代情報＋蓄電池情報
守谷市_オール電化住宅（セレクトホーム 社長宅）
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。

2010 年 4 月

2020 年 4 月

～建築中現場の進捗状況～
つくばみらい市
富士見ヶ丘②

守谷市板戸井④

我孫子市
柴崎台⑥

工程段階
①地鎮祭
②基礎工事
③上棟

2022 年 4 月

④木工事

売 電

0円

20,496 円

2,728 円

電気代

17,349 円

14,527 円

13,648 円

差 額

－17,349 円

＋5,969 円

－10,920 円

⑦建具取付

深夜電力で蓄電し
朝晩の電気の購入
を抑えています

⑧造作工事

ただ、高額な 太陽光を載せるこ
電気代払って とで、プラスαに
いました
なっています

つくば市房内⑧

古河市平和町⑧

守谷市
本町⑪

⑥外壁工事

守谷市本町⑫

リフォーム工事・・・

⑨ｸﾛｽ工事

守谷・東中野・土浦

⑩ﾀｲﾙ工事

浮いてないので・・・

間取り打合せ中・・・

フランスの冷凍食品「ピカール」で買い出
し！解凍せずにそのまま調理できるもの
ばかりで簡単♪そして美味しい☺是非！

守谷・龍ヶ崎・坂東

住まいを愉しむ

etc

Vol．82

５／１９は「香育（こういく）の日」

⑤設備工事

～ 感性を豊かにする「香り」 ～

香育（こういく）という言葉、聞いたことはあるでしょうか？ 日本でアロマの普及・啓発活動を行っ
ている、日本アロマ環境協会（ＡＥＡＪ）が提唱している、子どもたちに向けた“香りの体験教育”の
ことです。植物の香りを体験することを通して、豊かな感性や柔軟な発想力を育むとともに、人と植物
との関わり、自然環境の大切さを伝えるというもの。そして、５／１９は「香育の日」とされています。
人間の重要な五感の一つである嗅覚は、豊かな感性につながることでしょう。マスク生活が長くなった
近年ですが、ぜひとも大切にしていきたい感覚ですね。
＜自然界にあふれる香り＞
地球上には、様々な香りがあふれています。自然豊かな地に行けば、木々や草花の香りを感じることで
しょう。また、家の中では、お母さんの料理のおいしそうな香りを感じることもあります。何かの香り
とエピソードが結びついて、思い出となっていることも多いでしょう。香りは、人々の生活に欠かせな
い、大切な自然の恵みなのです。
＜香りの重要性＞
香りは、人を心地よくさせてくれるだけでなく、生き物にとって重要な役割があります。安全なものや
危険なものを香りから判断できることです。自分にとって嫌なにおいなら近づかず、これは命を守るこ
とにもつながります。逆に、いい香りなら近づきます。
食べ物がおいしそうか、新鮮かどうか、または腐敗していないかなど、人が香りから判断している情報
は、意外と多いものです。
＜香りを楽しむ活動のいろいろ＞
菖蒲湯やゆず湯に入ってみるなど、植物を使った香りの楽しみも良いでしょう。あるいは、
植物から取られた精油（アロマオイル）を使って、芳香浴を行うもの良いでしょう。精油
は簡単に香りを取り入れることができるので、親子でのワークショップにもオススメです。
ルームスプレーやアロマ石鹸、ハンドクリームなどを手作りしてみると、楽しいですよ。
≪参考資料≫ 香育テキスト かおりのはなし（ＡＥＡＪ）
≪Ｙｏｕｔｕｂｅ≫ 香育チャンネル アロマ小学校（ＡＥＡＪ）
（https://www.youtube.com/watch?v=wd6CHqocutw&t=8971s）
＊＊＊ ５月にオススメのアロマ（グレープフルーツ）＊＊＊＊＊＊＊
新年度の疲れが出たり、連休明けでちょっと気分が乗らなかったり。そんな時、アロマ
の力で元気を取り戻してみませんか？ オススメは、グレープフルーツの香り。
香り立ちがよく揮発性の高い、トップノートの分類に入る柑橘系の香りは、ちょっとし
た気分転換に使いやすいアロマです。中でも、グレープフルーツは、精神を安定させ、積極性や実行力
をあげてくれる、と言われています。食欲も促し、意欲を高めてくれるようです。すっきり爽やかな香
りと共に、前向きな気分になり、明日からの活力が沸き起こると良いですね。

我が家では毎年 GW のお休みに潮干狩りを楽しんでいます♪毎年まだ肌寒いの
ですが、水着で行くので帰りまでに結局海に入ってしまう子供たち。そしてパ
パも・・・笑。いつも成果はあまりありませんが、宝探しのようでとっても楽
しいです♪是非皆さんもチャレンジしてみて下さいね(*^^*)
おきく
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）
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●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内 5-26-1
展示場予約は
●リノベ体感宿泊ハウス：龍ケ崎市出し山町 48
こちらから♪
●守谷体感ハウス：守谷市薬師台 6-2-8
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⑪建物完成
⑫外構工事

☆☆ おてがる cooking ☆☆
ホクホク新じゃがいも
のり塩チーズ味

＜材料＞ ３～４人分
●新じゃがいも・・・大２個
（４００ｇ）
●粉チーズ・・・大さじ１
●青のり・・・小さじ１／２
●塩・・・１～２つまみ
●オリーブオイル・・・大さじ１
＜手順＞
① 新じゃがいもはよく洗い、皮
つきのまま、ひとくち大に切
る。
② 耐熱容器に①を入れて、ふん
わりとラップをかけ、レンジ
で６分ほど、柔らかくなるま
で加熱する。
③ フライパンにオリーブオイル
を入れて熱し、②を入れて塩
をふって軽く炒める。
④ ③に粉チーズをかけて混ぜ炒
め、表面に少し焼き色がつい
たら、青のりをふり、さっと
混ぜ合わせて、完成！
新じゃがならではの素材のお
いしさを引き出すには、シン
プルな味付けがいいですね！

◆次回は、6/9 （木）
発行です。
どうぞお楽しみに！

