
残暑お見舞い申し上げます。

 今年は、短い梅雨の後から、連日の猛暑となりまし

たが、8月は異例の大雨で九州では統計開始以来一位

の雨量となりました。全国各地で土砂災害が起こっ

ており、これから本番の台風のシーズンに向け心配

されます。さらに、昨年から続く新型コロナウイル

スも第5波に入り県内も感染者数が増え続けており未

だ、終息の見えない状況になっております。

 昨年と同様に、里楽の会の皆様とのイベント「ふれ

あい夏祭り」や「ゴルフサークル」・「薪ストーブサークル」、着工前のパートナーとの顔合わ

せの場の「着工式」、「見学会」・「モデルハウス」についても、中止や時間限定での対応とし

開催の場合も検温や消毒など感染対策を徹底した上での開催としております。

「ふれあい夏祭り 農事体験」で毎年収穫してお持ち帰りいただいていました「ジャガイモ」を今

年も上田市社会福祉協議会さんを通じ、上田市内4か所の子ども食堂さんへ寄付をいたしました。

地域の方々に大変喜んでいただけて、私たちも嬉しく思っておりますが、来年こそは皆さんにも

お届けできることを願っております。また、今年は「みんなでつながろうプロジェクト」と題し

多くの皆さまに制作いただいた「木工教室のイス製作キット」の動画をいただいております。楽

しく作っていただいている様子に感動いたしました。編集をして、公開させていただきますので

お楽しみに。

　イベントが開催できず2年になりますが、年末の「忘年餅つき大会」では、また皆さんとお会い

できることを願って、今後も社員・パートナーと共に信匠会・翔和会を通じこのコロナ禍にでき

ることをみんなで知恵を出し合い考えていこうと思います。

皆様も換気や手洗い、消毒・除菌などで対策をしてお気を付けください。

　後半期も「協働と和」の精神で社員、パートナー一丸となって努力して参りますので、今後と

もよろしくお願い申し上げます。

VOL.
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初秋の候

社長　中嶋　大介

新型コロナが終息しますように！

皆様とお会い出来ますように！

ふれあい夏祭り 薪ストーブサークル ゴルフサークル



　家づくりを考え始めたのは都会で賃貸暮らしをしてい

た頃でしたが、　それから完成までは、約 5年間かかり

ました。長野に帰ってきてから完成までの 4年間は、再

び賃貸暮らしをしながら、どんな家を建てたいのか、考

え方を書き出していきました。その結果、長野の風土に

合った建築、長く愛せるデザイン、快適で機能的な設備

や間取りという 3点から、建築会社を探すことにしまし

た。

　何社かのモデルハウスを見学する中、美し信州建設さんの自然素材でできた空間の心地よさ

に感激し、それから完成住宅の見学会にも何回かお邪魔させていただきました。完成目標の時

期まで数年間の余裕があったこともあり、じっくり検討したいと思っておりましたが、営業の

中村さんはそうした考えを充分に理解してくださいました。まずは考え方をまとめるシートの

作成から始まりましたが、急かされることもなく、放っておかれることもなく、心地よい距離

感で見守っていただくことができました。その後、設計の高森さんを交えた打合せでは、長時

間にわたって何度も話を聞いていただき、プラン作成まで進んでいきました。

　正直な話を申し上げると、この段階ではまだ他社さんとのやり取りも続いており、美し信州

建設さんにお願いすることは確定ではありませんでした。最終的にお願いすることになったきっ

かけは、美し信州建設さんの新たなモデルハウスを設計された伊礼智さんの事務所に、高森さ

んが研修に行かれているとお聞きしたことでした。家づくりのために最初に購入した本が伊礼

智さんの著書であり、その考え方に強く共感しておりましたので、打合せの帰りに「これはも

う運命だな～」と思ったことをよく覚えています。

　その後も、もうこれ以上考えられないというくらいまで考え、何度も何度もプランを修正し

ていただきました。

　以上のように家づくりが進んでいったわけですが、満足のいく家づくりの一番の要因は、私

たち家族の考え方と、美し信州建設さんの考え方が一致していたことであったと思います。

どの建築会社にお願いするか、それから相性はどうかということが、家づくりの成功には大変

重要であると感じました。また、当然のことながら、工事の滝澤さんや田中棟梁をはじめとして、

職人さん達の技術力の裏付けがあってこそだと思います。

　自然素材の家は「共に暮らす」という感覚で、時にはメンテナンスが必要なこともありますが、

適切に補修や点検をしていただいており、とても心強く感じています。

　

　

お客様から一言
里楽の会に入会！ 当社で新築・増改築をされた皆様は、

里楽の会へご加入いただいております。

建築後も長いお付き合いをお願い致します。

（２）

佐久市　清水様　木曽ひのき＋遠山杉＋信州唐松の家新築

環境配慮型住宅

３Ｐへ続く



アフターサービス専用ダイヤル

（３）

アフターサービス実施方法 アフターサービス管理表

アフターサービス専用ダイヤル

0268-27-6072
受付時間：平日 8：00 ～ 17：00

アフターサービスのさらなる充実を図るため、この度アフターサービス専用ダイヤルを設

けました。お気づきの点がございましたら、下記番号までご連絡ください。

当社では、アフターサービスについて「アフターサービス実施方法」「アフターサービス管

理表」により、皆様からの連絡に対応しております。万が一、皆様が連絡を当社にしてか

ら時間がかかったり、対応に不満な点がございましたら誠に申し訳ありませんが、

再度の連絡を総務の鈴木までお願い致します。

　最後になりましたが、中村さん、高森さん、滝澤さん、田中棟梁、それから携わってい

ただいた多くの職人さんに改めて御礼を申し上げます。このたびは誠にありがとうござい

ました。

この家で家族とともに年を取っていけることを、心から楽しみにしています。

今後も末長いお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。（清水様筆）



（４）

古い和室を洋室へ

総工事費　62 万円（税抜）

和室 8畳間を洋室へ

もちろんクローゼット付

総工事費　9 万円（税抜）

子供部屋の間仕切り

そろそろ個室がほしくなった

子供部屋へ間仕切りを

Ｈ2,400×Ｗ3,600 をランバーコアで

間仕切り施工した場合

before

after

※詳しい施工内容はお問合せください

明るく使い勝手の良い

洋間へ！収納も追加

中古の家を
買ったんだけど
水廻りが古くて
どうしよう

子供達も
大きくなって
家が手狭に
なってきたわ

夫婦二人になったら
家が広すぎるし
使いづらいんだよね

夏は暑いし冬は寒い！

おじいちゃんの
ために
バリアフリーに
したいんだ

新築とリフォーム、
リノベーション、
どれにしたら
いいんだろう？

キッチン、お風呂に
給湯器。
便利になったって
聞いたんだけど！

耐震が
心配なんだ

和室を洋室に
変えたいんだけど

外壁を塗り替え
たいんだけど？

屋根を直したいんだけど
どんな方法や
種類があるのかな？

太陽光発電て
どうなんだろう？

大きな子供部屋を
2部屋の個室に
仕切りたいんだ

窓からの冷気が
寒くてね
簡単な工事で
二重サッシに
ならないかな

壁紙を
新しく
張り替え
たいな

増改築
ありがとうフェア開催の

９/ 土
2021

11
10：00～17：00

日12
会場：本社隣
リノベーションスタジオ住まいるDesign

半期に一度のリフォーム＆リノベーション

相談会。一流メーカーの最新機種を驚きの

お値段でご提供。ＴＯＴＯ・クリナップ・Ｌ

ＩＸＩＬ・三菱等々、最新住器を一堂にご

覧になれる大チャンスです！ご家族皆様お

越し下さい。お待ちしております！

新型コロナウイルス感染防止対策を
徹底して開催いたします



（５）

ジャガイモ収穫！子供食堂へ寄付

7 月 19 日（日）ジャガイモの収穫を行いました。例年は里楽の会の皆さんと「夏祭り＆収

穫祭」を行い、夏祭り会場で食したりお持ち帰りいただくのですが、残念ながら新型コロ

ナウィルス感染防止の為、今年の夏祭りは中止となりました。

そこで今回は、上田市社会福祉協議会様を通じて、上田市内の子供食堂を運営されている「お

けまる食堂」様、「みんなの居場所塩尻子供カフェ」様、「ふれあいサロンひなたぼっこ子

供食堂」様、「みんなの塩田食堂」様、「みんなの居場所しおじり　こどもカフェ」様の４

団体へご寄付させていただく事になりました。

総勢約 40 名で新型コロナウイルス感染防止をしてのジャガイモ掘り。来年は、里楽の会の

皆さんと、一緒に作業し味わうことが出来るといいですね。

お喜びいただきました！

みんなのしおだ食堂様おけまる食堂様

ふれあいサロン
ひなたぼっこ子供食堂様

みんなの居場所しおじり
こどもカフェ様

お礼の手紙を頂戴しました。美味しく食べて
いただけましたこと、とてもうれしいです！



初めまして、この 5月に入社しました荻原渉太と申します。学生時代建築のこ

とを学びましたが、また一から学び直すつもりで一生懸命頑張っていきたいと

思います。地元を離れ京都で働いていましたので、信州で働けることを大変嬉

しく思います。趣味はギターを弾く事で、得意な曲は、ハウルの動く城の『人

生のメリーゴーランド』です。

工事部の一員として、住宅建築に携わらせていただきます。皆様のお力になれ

るようがんばりますので、どうぞよろしくお願い致します。

（６）

住まい net信州へ掲載中
雑誌「住まい net 信州」へ、軽井沢町　Ｋ様の家が掲載されています！パッシ

ブエアコン＆薪ストーブの快適な暮らしぶりが紹介されています。

書店にて絶賛発売中ですが、本社にも少々ございますので、ご希望の方には無

料で差し上げます。在庫

には限りがありますので、

お早めにＴＥＬにて連絡

の上、本社までお寄りく

ださい！

新しい仲間が増えました

みんなで “つながろう” プロジェクト！

“笑顔をつなげよう！コロナに負けずにつながろう！”をスローガンに、企画した「みんなでつ

ながろうプロジェクト」。ジャガイモ収穫時にイス製作キットをお配りし、制作風景を動画にお

撮りいただきます。それを１本の動画にまとめ、コロナ禍でも里楽の会の皆さんと一緒につなが

る企画です。現在動画を続々とお送りいただいております。編集完了次第、美し信州建設の

YouTube ページでご覧いただきます。9月末投稿予定です！お楽しみに。

QRコードより
YouTubeページへ
移動出来ます。



（７）

不動産情報

不動産に関する全てのことにトータルでご相談に応じます！

例えばこんな！

■ 不動産を売りたいな

■ 不動産を買いたいな

新居の土地を

探して欲しいな

いい中古住宅は

ないかしら？

農業の後継者が

　いないんだ

空家を処分
したいんだけど…

相続のことも

考えないとね

空地にしておいても
草刈も固定資産税も

大変で…

お気軽にご相談ください！

小　島 土地：252.00㎡（76.23坪) 714万
円

・病院、学校、駅近く利便性に富んだ分譲地

・中塩田小・塩田中田

№ 所在 面積 地目 価格 備考

小　島

諏訪形

下室賀

土地：208.03㎡（62.93坪) 616万
円

・病院、学校、駅近く利便性に富んだ分譲地

・中塩田小・塩田中田

土地：210.94㎡（63.81坪) 765万
円

・主要道路へのアクセス抜群！

・城下小・四中畑

土地：419.47㎡（126.89坪) 340万
円

・100坪以上の広々とした土地

・川西小・六中宅地・原野

諏訪形 土地：470.00㎡（142.18坪) 250万
円

・眺望の美しい土地

・城下小・四中山林

生　田 土地：377.02㎡（114.04坪) 300 万
円

・日当たりの良い広い土地

・丸子北小・丸子北中

土地：305.26㎡（92.34坪) 258万
円

・北側、南側には畑が広がるのどかな土地

・青木小・青木中
宅地

土地：762.79㎡（230.07坪) 780万
円

・南側は畑と山々が広がるのどかな土地

・青木小・青木中畑

万
円

土地：395.33㎡（119.59坪) 398

１

２

３

４

５

６

７

８
９

10

青木村村松

青木村村松

佐久市平賀Ｆ 畑

宅地・他

・緑豊かな分譲地。小学校徒歩５分圏内

・城山小・中込中

上　野 土地：448.66㎡（135.72坪) 600万
円

・上田菅平ＩＣから車で3分

・神科小・五中

宅地

近日分譲予定！ 築地分譲地

A 区画： 万
円675 土地：240.60㎡（72.78坪)

B 区画： 万
円799 土地：284.80㎡（86.15坪)

C 区画： 万
円775 土地：275.80㎡（83.43坪)

D区画： 万
円774 土地：275.30㎡（82.28坪)

築地バイパスから約 300ｍ！
閑静な住宅地に、新しく分譲します。

・地目：宅地・畑　・川辺小・六中
※計画段階の為、価格・区画面積等は
　　　　　　　　　変更の可能性があります。

舞　田 土地：730.00㎡（220.83坪) 200 ・緑豊かな閑静な土地

・中塩田小・塩田中畑
万
円

11

不動産部　中嶋



初めまして、この 5月に入社しました荻原渉太と申します。学生時代建築のこ

とを学びましたが、また一から学び直すつもりで一生懸命頑張っていきたいと

思います。地元を離れ京都で働いていましたので、信州で働けることを大変嬉

しく思います。趣味はギターを弾く事で、得意な曲は、ハウルの動く城の『人

生のメリーゴーランド』です。

工事部の一員として、住宅建築に携わらせていただきます。皆様のお力になれ

るようがんばりますので、どうぞよろしくお願い致します。

「服の汚れをしっかり落とす豆知識」

です。多くの方は、服をそのまま洗

濯機に入れていますよね。しかし、

汗の汚れや皮脂の汚れは、服の裏側

についていますので、服を裏返しに

して洗濯するだけで、汚れの落ち方

が良くなります。脱ぐときに裏返し

にしておくだけで効果がありますの

で、簡単なのが嬉しいですよね！

朝夕の風に秋の訪れを感じるこの頃です。今

年の夏も暑かったですね。そこへきてのマス

ク生活ですから、苦しいは暑いはで地獄の日々

でした。マスクで常に目の下から隠されている生活ですので、化粧も

もったいないなと生来の貧乏性が発揮され、マスク内の化粧は断捨離

することにしました。ファンデーションもチョビっとで済みますし、

口紅なんてメンソレータムで十分！コロナ禍でも少しは良いことが

あったな♪なんて思っていましたが、困るんですよね人様の前で急に

マスクを外さなくてはいけない時に。マスクの下から現れるテカテカ

のドスッピン。手抜き感満載です。皆様はどうされているのですかね？

マスクをとっても全然変わらない方いますよね、本当に尊敬します。

どうせなら化粧自体をやめてしまうか？でも化粧をしないと父の顔が

出てきてあなたは誰？状態これは大問題。ワクチンが人類みんなに行

き届き、有効な新薬が出来るのを一日千秋の思いで待っています。

お気付きの点やご要望等ございましたら、ご一報ください。よろしく

お願い致します。

お知り合いの方で、新築・増改築のご予

定のある方はいらっしゃいませんか ?毎

月見学会やオープンハウス、住まい教室

等を開催しています。

またオンラインでのご相談

もお受けしております。

是非当社へご紹介くださ

い。情報だけでも結構です。

どうぞよろしくお願い致し

ます。

9 月 10 月

  2日（木）

 6 日（月） 

 9 日（木）

11 日（土）

12 日（日）

30 日（木）

現場近隣早朝清掃

信匠会定例会

現場近隣早朝清掃

秋の増改築

ありがとうフェア

現場近隣早朝清掃

信匠会定例会

現場近隣早朝清掃

現場近隣早朝清掃

現場近隣早朝清掃

現場近隣早朝清掃

ご紹介ください

編集後記
暮らしの知恵

（８）

中嶋　亜紀子

 5 日（火）

  7日（木）

14 日（木）

21 日（木）

28 日（木）

ふれあい企画中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、毎年恒例となっており
ます、「秋の松茸食事会」「ゴルフサークルコンペ」を中止させて
いただきます。
ご理解のほどお願い致します。
一日も早い、新型コロナウイルスの終息をお祈り致します。

※「陽なたの家」「新しい懐かしい信州の家」オープンハウス

は毎月行っております。詳しくはＨＰをご覧ください。

※イベント・見学会は、新型コロナウイルス感染防止対策を

徹底して行います。

朝夕の風に秋の訪れを感じます。今年も閉じこもりっぱなしの夏でし

た。そんな中、久しぶりに観た「大草原の小さな家」。ご存じでしょう

か？アメリカで 1974 年～ 83 年まで放送され、日本でも大ヒットした

海外ドラマ不朽の名作です。家族みんなファンで（特に父）よく観て

いたものです。ドラマ中、子供たちが夜寝る時にかぶっていたナイト

キャップ。かわいくてクリスマスプレゼントにサンタさんへお願いし

たこともありました。そんな記憶を懐かしみながら、堪能しました。

子供たちは一生懸命手伝い、親は子供たちの為に自然と闘いながら貧

しくとも温かな家庭を守る。清く正しく、そしてたくましく生き抜い

た時代。心が洗われました。コロナ禍で不平不満ばかりの自分を振り

返り、これからは目の前の幸せに感謝しながら生きてい行こう！と。

そんな気持ちでいましたが、流れるニュースに罵詈雑言。政府への不

平不満は止まりませんが、アルコール度の高いナイト・キャップ

お気付きの点やご要望等ございましたら、ご一報ください。よろしく

お願い致します。


