


『運命の一枚』

2010年元日、

家を建てるぞヽ（‾‾‾‾‾‾∇‾‾‾‾‾‾；）ノ
と思い立ち、さっそく近くのコンビニに行って不動産情報誌
をゲットして、、、土地さがしをはじめました！
ｷｮﾛ ｷｮﾛ (｡_｡ ) ( ｡_｡)
ｷｮﾛ ｷｮﾛ (｡_｡ ) ( ｡_｡)
ｷｮﾛ ｷｮﾛ (｡_｡ ) ( ｡_｡)
　　　　・
　　　　・
( * ´ Д ｀ ) = 3 ハ ァ · · ·

　 　 　・

　 　 　・
（3ヶ月後）　良いところみぃつけ〜た！！！！

一目惚れでしたﾎﾟｯ(｡~ｰ~)(~ｰ~｡)ﾎﾟｯ
さっそく不動産屋さんに連絡して、速攻で契約しちゃいました(*ﾟﾉOﾟ)<ｵｵｵｵｫｫｫｫｫｫｫｰｰｰｰｰｲ!

まぁ、実際は学校とのキョリや交通量、日当たり、その他諸々を熟慮したうえで
決めたんですがね=*＾-＾*=にこっ♪

家づくりコンセプトはこの時点ではまだ決まってませんでした
お(‾o‾)い（‾△‾）お(‾o‾)い（‾△‾）

で、ひたすらネットで情報収集！！！！！！！！！！！！！！！
←(·_·┐)))ﾁｪｯｸ中(((┌·_·)→
こうゆう作業は仕事柄、得意なのです

そして、『運命の一枚』を見つけました(‾ー‾〃)----Ｃ＜T-T)ﾉ ﾎｶｸｯ



家造りコンセプト

『運命の一枚』は徳島市川内町にある

AGRI CAFE COMODO

という自前の畑で採れた新鮮野菜を使ったお料理を出すカフェでした。

実際にお店に行ってみて、『これだぁーーーーーーーー』と確信しました(*ﾟﾉOﾟ)<ｵｵｵｵｫｫｫｫｫｫｫｰｰｰｰ
ｰｲ!

ずばり！

『キッチンから望める家庭菜園から収穫したヤサ
イ達でカレーをつくれる家』
う〜ん・・・・意味不明　(*o☆)ヾ(‾皿‾ﾒ) ｫｨｫｨ!!

もとい、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

『キッチンに立つと大きな窓があってそこから家
庭菜園が望める家』
↑これがボクの家造りコンセプトですヽ(〃＾-＾)/★*☆ｵﾒﾃﾞﾄｰ



工務店さんの決め手はビジネスモデル

『運命の一枚』のお店 AGRI CAFE COMODO は^(‾ー‾ )( ‾ー‾)^ﾄﾞｺﾄﾞｺ?

島出建築事務所が施工されたということがわかりました

ここはタイヘンゆにーくな工務店さんだったんです！！

見学会を行わない

ほとんど宣伝とか出さない

営業担当やマネジメント職の方がいない

モデルハウスとかつくらない
クチコミとか施主さんからの紹介とかだけで成り立ってるビジネスモデルなんです！

それにHPをみると、いつも行ってるケーキ屋さんとかレストランも、この島出サンが建ててるでは

ありませんか！！
∑(〃ﾟ ｏ ﾟ〃) ﾊｯ!!

いつもみて 『かっちょいい！！』と思ってたんです！

設計デザイン力も◎、しかもムダなコストをかけずにお客にリーチできるビジネスモデル
いずれも好感が持てました。

そんな理由で、我が家は島出サンに建てていただくことにきめました。



古民家風にしようとおもったけど・・

最初のコンセプトは古民家風でした。

たとえばこんなカンジ↓

梁に古材を使って、京町屋風な建物に仕上げたかったのです (＊´I｀）σ”
でも調べていくうちに、古材を使うと木のなかにシロアリがいた場合に

シロアリが家中にひろがっていってしまうことがわかりました。

しかも、地面からやってくるシロアリの被害は保証対象なんだけど

古材中のシロアリの被害は対象外になるらしい・・・・・(___ ___ ;)尸ﾏｲﾘﾏｼﾀ···

てことで、古材を使うの作戦は却下！！(‾ー‾)ノ" ゜ ﾎﾟｲｯ
他にはあたらしい木材にエージング処理をほどこして古く見せるやり方があるらしい。
でも、、、できるだけ自然素材をそのまま使うほうがいいと思ったので
なんかこの方法もないなぁ。。。と思い、この作戦も却下！！(‾ー‾)ノ" ゜ ﾎﾟｲｯ

というこ
とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・



古民家コンセプトも却下 ｴｰﾝ!!－＝三ヾ(ヾ(ヾ(ヾ(ヾ(ヾ(*T□T)ﾂ



さきに家のカタチと間取りを考えてみた（前編）

コンセプトが定まらない状態だったけど、とりあえず家のカタチとか

間取りについて考えてみた。

現実逃避ではない、気分転換なのだ（‐＾▽＾‐） オーホッホ

幸いに敷地はちょっぴり広い。田舎なもんで。
しかも日当たりが最高によいのだ。
もひとつ言うと、敷地を囲うように用水が張り巡らされてて
その周囲をさらに田畑が囲んでいる。

つまり、周囲に家が建つ可能性は低いわけだ。
（それがこの土地を買った最大の理由なんだけど）

で、さいしょに島出サンにリクエストしたのが以下の５つのポイント。

◆（北側）キッチン→大窓→ウッドデッキ→庭→家庭菜園（南側）という眺め

　→キッチンに立つと目の前に菜園が広がっているイメージ。本の最初に

　　紹介したあの「運命の一枚」のイメージです。これは必須条件なのです。

◆LDKだけは自然素材にこだわりたい

◆２階には子供部屋だけあとは全部吹き抜けにしたい

◆こどもがくるくると走り回れる間取りにしてほしい

◆できれば、自然素材かそれに近い素材で造ってほしい

島出サンの事務所を訪れるまえに、ハウスメーカーのモデルハウスも一通り

回っていたので、「これくらいの大きさだったらこのくらいのオカネがかかる」

という感覚はある程度持ってました。

なので、せめてLDKくらいはリッチにしたいという思いで２番目のリクエストに

なっているわけです。本音は最後のリクエストを強く押したいと思ってんだけど

僕らの提示した予算ではちと厳しいだろうと思い、「ついでに」お願いしてみました。

【余談】 このリクエストを伝えるさいに役立ったのが

という画像共有サービス。↓のようにアップロードした写真に

領域を指定してコメントがつけれるんです。



これは便利です。みなさん覚えておいてね(ﾟｰﾟ)(｡_｡)ｳﾝｳﾝ



さきに家のカタチと間取りを考えてみた（後編）

島出サンにリクエストを出してから数週間後、建築プランができあがったというメールが届いた。

急いで事務所に向かって車を走らせる

ﾋﾟｭｰｯ!≡≡≡ﾍ(*ﾟ∇ﾟ)ﾉ
ﾋﾟｭｰｯ!≡≡≡ﾍ(*ﾟ∇ﾟ)ﾉ
ﾋﾟｭｰｯ!≡≡≡ﾍ(*ﾟ∇ﾟ)ﾉ
ﾋﾟｭｰｯ!≡≡≡ﾍ(*ﾟ∇ﾟ)ﾉ
ミ( ﾉ〃⌒ー⌒)ﾉ ｼｭﾀｯ!登場♪
ｺﾝﾆﾁﾊ...φ（´ω｀｡）

できあがった図面をみせてもらった瞬間に「はい、これできまり！！」

くらいのしっくり感がありました。それより驚いたのは家の大きさ。

「え？こんな大きいの？」というくらいの建坪。

某大手ハウスメーカーSの営業マンが提示した図面とは大違い。

雰囲気だけ伝えると

・1階はパブリックスペース＋寝室

・２階は子供部屋２つ、あとは全て吹き抜け

・ロフトが12畳（これは広い）

・土間玄関

・ウッドデッキは1.8m×15m

なカンジ。子供部屋は一続きにして、あとで間仕切るつもりなので

2LDKということになります。建坪はハウスメーカーSよりも20坪も大きい。

立派な仕様の図面でした。これで予算内で収まるの？

と心配になりましたが、「予算はあとで調整できます」と島出社長。

この段階ですでに信頼関係はできあがっていたので、この一言で

安心して打ち合わせを進める。

ボクの中では最初の図面がすごく気に入ったので、何も仕様変更なし

でもいいくらいだったが、妻と相談の上、細かい問題点や改善点を

ピックアップして、それをメールで島出サンに送る。

↓

↓



２，３週間くらいすると、変更された図面ができあがって、再び打ち合わせ

↓

↓

また、改善点をピックアップ

・

・

・

というやりとりを10数回くりかえして、４ヶ月後くらいに

図面が完成。

ようやく、できあがった図面を確認に行ったところ

島出サンが遊び感覚で別バージョンのプランも考えてくれていました。

それが、平屋プラン。
「１つのプランだけでは味気ないので、もう１パターン考えてみた」とのコト。

ところで、これまで島出サンと紹介してきた人物は社長さん。

営業マンという役割の人がいないので、我が家の担当は社長ご自身なんです。

驚きです。

さて、話を戻すと

この平屋プランが何とも絶妙にかっちょいい。

本当は平屋がよかったんだけど、土地購入に予定より多めにお金がかかって

しまい、そのせいで家の予算が減ってしまってたので、平屋は諦めていたんです。

平屋は基礎と屋根の面積が２階建ての倍になるから、その分高くなるわけで。

広い敷地にちっちゃい平屋を建ててもなぁ。。という自己判断でリクエスト項目から

外してました。

「これは予算オーバーですよね？」と島出サンに確認すると

「オーバーする額は100〜200万くらいで収まります」とのコト。

ならば、ということで

平屋プランでプラニングを進めることにしました。



平屋に求めるモノ

ボクら夫婦は30代の子育て世代。

平屋に求めるモノといえば・・・・・・・

１）大きな地震のときの身の安全

　→　すぐに外に避難できる

２）壁や床とかに自然素材を使う安心感

　→　化学物質の影響が気になる

３）大きな窓とウッドデッキによる家の中と庭の曖昧さ

　→　こどもが庭や家の中を走り回れる

４）勾配天井がつくる開放感

　→　これはこども関係ないなぁ。単にボクの趣味かも（笑）

５）全室南向き

　→　せっかくの日当たりのいい敷地なので

１）はまぁ平屋でなくても、誰でも求めるものですが

島出サンは２階建ての家と同じくらいの分量の構造材を使ってくれました。

しかも、梁が内壁を貫通して外壁まで張り出すようにしてくれてるので

絶対に天井は落ちてこない頑丈な構造になってます。

２）はLDK限定の贅沢仕様のつもりでしたが

島出サンは全部屋に無垢杉、珪藻土を使ってくれました。

《寝室・ＬＤＫ》

　床＝　無垢杉

　壁＝　珪藻土

　天井＝勾配天井に梁＋板張り

《子供部屋》

　床＝　無垢杉

　壁＝　板張り

　天井＝勾配天井に梁＋板張り

※廊下も無垢杉＋珪藻土の組み合わせ

３）少しだけでもいいからウッドデッキが欲しいなぁと思ってたら、

のべ２０メートルを越える長〜〜〜〜〜〜〜〜いデッキを付けてくれました。

５）これは次のページを読んでくれたらわかりますが、Ｌ字型のカタチの平屋にする

ことで実現しました。妻が書いたラフプランを島出サンが手直しして図面化してくれました。

あと、特筆すべき点としては

扉とか引き戸とか収納棚とか、ぜんぶ家具大工さんが造ってくれることです。

既製品はシステムキッチン、システムバス、便器くらい。

そんなこんなで、また３ヶ月くらいか

けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・

やっと、図面が仕上がりました。

何から何まで大満足です！！

ヾ(‾∇‾=ﾉ ﾊﾞﾝｻﾞｰｲ♪ヾ(_ _)ﾉ ﾓﾋﾄﾂヾ=‾∇‾)ﾉ ﾊﾞﾝｻﾞｰｲ♪



できあがった図面

ラフなイラストですが、こんなカンジです↓

◆Ｌ字型の全室南向きで日当たり最高

◆ウッドデッキが第２の廊下

各部屋からウッドデッキにも出て行けるので、家の中とウッドデッキをクルクルと回れます。

子供部屋の上にはロフトがあります。フリースペースやロフトでこども達が遊びまくることでしょう

。

◆寝室、ＬＤＫ、子ども部屋は勾配天井

◆フローリングはすべて無垢杉

◆子ども部屋は壁も板張り

天井も床も壁も全部板張り。子どもが独立した後で自分の部屋にするつもりでこのような仕様に。

◆寝室とＬＤＫの壁は珪藻土塗り

クロスがキライなので、塗りor板張りにしてもらった。

漆喰　or　珪藻土のどっちにするか、最後まで悩んだんだけども珪藻土を採用。

漆喰塗りの場合は光沢のある仕上がりにするのが一般的。

珪藻土塗りの場合はクシで掻いたような模様とかいろんなデザインにできるのだ。

つまり、意匠性から言うと、珪藻土の勝利。

ただ、珪藻土には発ガン性があるという説があるらしい。ただし、臨床的に証明されたわけではない

。

でもちょっと気になったりする。

ただ、島出サンのご自宅もバリバリ珪藻土を使ってた。まぁ、プロが自分の自宅に使うのだから

安全性にも問題ないんだろうと判断しました。



あとは、素材性。

漆喰は自分自身で凝固できる物質。これに対して、珪藻土は自分自身では凝固できない。

つまり接着剤を混ぜて固めるわけだ。接着剤の寿命が尽きたらパラパラと粉塵になり、

それが発ガン性につながる。最近は、粉塵の出にくいものも商品化されているらしい。

漆喰はカルシウムみたいなものだから、極端に言うと食べてもＯＫ。

こう考えると、素材性については漆喰の勝利。

まぁ、総合判断で珪藻土を採用しました。

◆外壁も珪藻土塗り

サイディングボードがキライだったので、内壁とおなじく珪藻土仕上げにしてもらった。

これはかなりのコストアップになるだろうと覚悟していたが、島出サンのコスト調整の

おかげで少しの増額でおさまった。内壁と比べるとより目の粗いデザインに仕上げる予定。

板張りも考えたが、やはり雨風に弱い特性なのでメンテナンスコストが高くつくらしいので

珪藻土塗りを採用。

◆屋根はガルバリウムの片流れ

正確にいうと2寸勾配の片流れ。比較的緩やかな傾斜になっている。

あまり勾配をきつくしてしまうと洋風なカンジになってしまうらしい。



鉄筋基礎との闘いの果てに

まずは鉄筋基礎の撤去工事をやっていただいています。

ですが、この作業が難航しているらしく、、、、、、、、、、、、
近隣の方にものすごくご迷惑をおかけすることになりましたm(*T▽T*)m ｵ､ｵﾕﾙｼｦ···

じつは元資材置き場として使われていた土地だったので

頑丈な基礎が打たれていたのです。。（*‾□‾*；

とうりゃぁ！！o(・ﾛ・)○()o×)/ばきぃっ！！
とうりゃぁ！！o(・ﾛ・)○()o×)/ばきぃっ！！
とうりゃぁ！！o(・ﾛ・)○()o×)/ばきぃっ！！
　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　・
ものすごい大がかりな掘削作業（？）の結果、、

こんなキレイに整備されました↓　('∇^d) ﾅｲｽ☆!!

コンクリートが撤去されたスペースには家庭菜園を造るつもりです(‾∇‾*)ゞｴﾍﾍ



そばで畑をされている先輩農家の方にもいろいろご指導いただかなくては！！！



ベタ基礎工事

2010年年の瀬も押し迫ってますが、コンクリートベタ基礎工事がはじまりました。

かなり寒い寒い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ひゅうぅぅぅ (寒‾i‾)彡冷彡冷彡 

平屋ということで基礎も迫力があります(ﾉﾟ⊿ﾟ)ﾉびっくり！！

ε=ε=┏( ・＿・）┛スタタターッ 

┗(・＿・ )┓=з=з　ササッ 

ε=ε=┏( ・＿・）┛スタタターッ 

┗(・＿・ )┓=з=з　ササッ 

・・・・・・・・・・・・・・・一週間後

現場を訪問すると、ベテランの左官職人さんが作業していました。

このあとしばらく養生して、立ち上がり工事（コンクリート２段目？）があって

しばらく養生をします。



ε＝ε＝ε＝(;-o-)/ ツギツギー！ 

ε＝ε＝ε＝(;-o-)/ ツギツギー！ 

ε＝ε＝ε＝(;-o-)/ ツギツギー！ 

キレイに仕上がりました↓

建前まで2週間くらいあるので、その間養生できます。

この合間に、建前の段取りやらエクステリアの物色などをやる予定です。



上棟式

朝から一回目の支払いのため銀行に向かう。

支払いは３回に分かれてて、少しずつできあがっていくごとにお支払い

するようになってる。万が一、建築中に工務店さんが倒産した場合のコト

を考えての業界ルールになっているらしい(*^_^*)

さて、それはさておき・・・

家のお買い物ともなると振込するのもタイヘン。

いっぱい書類を書かされて、振込の手続きに結局1時間以上かかってしまった。

おかげで現場に着いたときにはだいたい上棟作業が終わってたカンジだった(T∇T)アハハ・・・(|||_
_)ハハ・・・

すでに１１時すぎだったので、程なくして仕出し屋さん到着。

徳島の有名料亭さんだけあって、さすがに豪華σ(ﾟｰ^*)

この日は快晴で無風。もちろん大安吉日。

上棟には最適の日でした♪d(´▽｀)b♪オールオッケィ♪

棟梁や現場監督、応援の大工さん、クレーン技師、総勢８名の方が

作業してました。

そして、これからずっと作業してくれる大工さんも紹介していただきました。

（現場監督＆棟梁はすでに紹介されてたんですが）

この大工さんは「うちの家を担当したい」と志願していただいた方で、

島出サン邸も造った凄腕の人です。平屋好きなのかな？？

上棟式の模様はこんなカンジです

　　　　　　　▼

　　　　　　　▼

　　　　　　　▼



★上棟式の模様１（正面からの全景）

★上棟式の模様２（西側からの撮影）

★上棟式の模様３（屋根からの撮影）

★上棟式の模様４（内部で撮影）



★上棟式の模様５（島出サンと父）

最後の写真は島出サン、つまり社長です。

しばらく良い天気が続きそうなんで一安心です。

みなさま、おつかれさまでした。



天気がいいうちに・・

上棟式から一夜明けて、本日も晴天です了└|力"├_〆(··　)♪
いまのうちに、ということでーーー。

５〜６人体制で一気に屋根板を張っていく作戦のようです。

今日は土曜日で仕事もやすみなので、何度も現場を見に行きました。

◆朝訪問時の風景

※子ども部屋の天井。右上はロフトになってます。

すでに縁のほうの屋根板が張られてます。

※寝室から東側の眺め。軒先に沿ってずーとウッドデッキが繋がってます。



※勾配天井には一定間隔ごとに７メートルの太い梁が並んでて、それが外にも突き出す構造。

ものすごい堅牢な造りにしてくれてます。大きな地震がきても安心です。

◆夕方の撮影

※もう屋根全体に板が張られてます。さすがに仕事が早い。

棟梁のお話では、雨が降る前に外壁とサッシでフタをしてしまいたいとのことでした。

それから先はボチボチと造り込んでいくようです。

最後は雨よけシート（？）が敷かれてました。





勾配天井

今日は日曜日ということで工事はお休み。

ということで、両親とともにいろんなところをじっくりと拝見しましたσ(≧口≦мё)

今日のチェックポイントは勾配天井。勾配のカンジと高さをチェックしました。

※母親が立っているあたりがシステムキッチンの場所。かなりの開放感★



※ちょっと違うアングル。2寸勾配の片流れになってます。緩やかな傾斜が心地良いです。

※大窓がある南側は220センチ程度と一番低くなっており、大きな梁に守られてる安心感を演出して

ます。

LDK、寝室、子ども部屋のいずれも勾配天井になってます。

寝室だけは勾配の具合が他と異なっており、また違った天井の雰囲気がある

と聞いているので、また別の日にチェックしたいと思います。



ガルバリウム鋼板仕上げ

2月に入りました。

ちなみに、上棟してからただの一度も雨が降ってません。

農家を営んでいる方々はお困りでも、我が家的には最高の天候。

今日からガルバリウム鋼板を貼り貼りします。

↑棟梁とインテリアコーディネータが打ち合わせ中

色は『ギングロ』をチョイスしました。

平屋ということで屋根が広い広い(*'-'*)ｴﾍﾍ

これを張ってくれた職人さんは、なんと妻の元同僚の方でした。



これを張ってくれた職人さんは、なんと妻の元同僚の方でした。

なんという世間の狭さ☆ヾ(-Θ-:) ｵｲｵｲ

イメージ通りに進んでます。順調です（*/∇＼*） ｷｬ



サッシと床板

サッシが入りはじめました。

玄関扉がつけば、施錠できるので防犯上も安心です。

ＬＤＫのサッシはビル用の丈夫なヤツを入れてもらっています。

全部ペアガラス。そして２ｍ以上ある特注のヤツらしいので若干重い。

重いというか、ガッシリ系。

あと、細かい部分で気になったところを前回伝えていて

それが改善されてるかを念入りにチェックさせてもらいました(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)　(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)
構造上問題はないのですが、完璧にしてもらいたかったので敢えて補修の依頼をしてました。



構造上問題はないのですが、完璧にしてもらいたかったので敢えて補修の依頼をしてました。

キレイに補修が完了してまして、満足満足■_(-^ )ﾊｲ､ｱﾘｶﾞﾄｰﾌ

そして、楽しみにしていた床板張りが始まってました。
洗面室以外は全部無垢の杉板を張ってもらいます。



厚さ３センチの構造用合板の上にさらにこの３センチの杉板を
貼り合わせていくので、すご〜く暖かいと棟梁が言ってました。

張ったあとは、すぐ養生シートがかけられてしまうので
床板がみれるのは今だけとのこと。



大工さんの作業場１

うちの家を造っていただいている大工さんはこの道５０年の大ベテラン。

仕事されているときに写真を撮りたいのだが、存在感に負けて声をかけられないヾ(··;)ォィォィ

ということで、誰もいない作業場を撮りましたヾ(＠°▽°＠)ﾉあはは

強面だが、平屋大好き。うちの家も志願して担当していただいているとのこと。

失礼のないように、家の中に入るときはスリッパに履き替えます。

「施主に引き渡すまでは、家は大工さんのモノ」という想いを抱く大工さんも

いらっしゃるという話を聞いたことがあったので、土足で入るのは遠慮するようにしてます。

口ベタな人物ですが、代え難い安心感があります。

両親の離れとしてログハウスも計画してますが、そのときもこの大工さんご指名

させていただきたいなぁ〜と、思ってます。

↑大工さんが腰につけてるヤツです。金槌が入ってるようです。

かっこいい。幼いときは大工さんに憧れてました。

それが今では、、プログラマ(ﾟ-ﾟ;)ヾ(-_-;) ｵｲｵｲ...

てか、、、いつか顔の写真を撮ってやるぞ・・・・・・



サッシ工事（前編）

今日は大工さんの撮影に成功しました■_(-^ )ﾊｲ､ｱﾘｶﾞﾄｰﾌ
顔はまた今度(~-~;)ヾ(-_-;) ｵｲｵｲ...
ちなみに上林さんとおっしゃられる大工さん。
この道、５０年の大工さん。この前も説明しましたね。

この日は配線工事の打ち合わせで、妻が奥で図面とにらめっこしてます。

設置するコンセントを何カ所か増やしたいとのこと。

今日のトピックとしては、『サッシの枠』です。

上林さんが造作してます。

この枠には節のない白木を使います。

この木は堅く丈夫です。しかも全部杉材にするより引き締まったデザインになるそうです。



すでに子ども部屋にはすでに入ってます。



子ども部屋は天井、壁、床、ロフト、ドア、クローゼットに至るまで

全て杉板で、造作で造ってもらいます。贅沢な仕様です。

１５畳のスペースを兄姉で当分シェアして使わせます。

成長したら間仕切りして二部屋にします。

子ども達が、木の良さを理解してくれる日はいつの日でしょうか？（‾ー‾?）.....??ありゃ??



サッシ枠工事（後編）

今週に入って仕事も忙しく、ちょっと滅入ってる状態 ﾖｼﾖｼ(;ﾟｰﾟ)ﾉ(T-T)ｳﾙｳﾙ
そんなときでも上林さん（大工さん）は黙々と作業されてました。
（あいかわらず写真撮影は・・・・・やめときました人(‾ω‾;) ｽﾏﾇ）

さてさて、、一週間ぶりの現場訪問。
たまたま島出サン（社長）もフラ〜リと出現 ミ( ﾉ〃⌒ー⌒)ﾉ ｼｭﾀｯ!登場♪
島出建築事務所の社屋とこの現場はクルマで５分のキョリ。
ちょくちょく寄っていただいてるみたいです。

今週の進捗はサッシ枠工事と配線工事です。
この時期になると一週間くらいでは見た目にはあまり変化はないようです。
でも、先週よりはサッシの枠が増えてました↓↓

◆キッチン後ろの小窓

◆勝手口

◆ロフトの小窓



◆内玄関（内側）

◆内玄関（外側）



※この内玄関の引き戸だけは既製品にしました。

やはり防犯を考えての判断です。

続いて、配線工事の模様。

LANケーブルなどいろんな配線が軒先に沿って伸びてます。

子ども部屋にもそれぞれLANケーブルが繋がりました。



各部屋のTVはすべてネットTVにできるようにLANケーブルをセットにしています。

カテゴリ６のLANケーブルにしました。ん〜と、これは回線の速度とか通信品質が

よくなるLANケーブルと考えてください。通常のはカテゴリ５です。

無線LANのアクセスポイントを寝室に置き、それをリビングで中継＆増幅させて

子ども部屋に届ける予定なので、実質的には有線LANは使わないかもしれないですが。

いまはギガビット・イーサネット（１０００BASE-T)ですが、１００００BASE-Tも実用化され

つつあるので、そのときには有線LANが活躍することになると思います。

ホントはシールドありのカテゴリ６のLANケーブルを使いたかったのですがコスト的にムリだったの

で

諦めました。

ちょっと最後のほうはマニアックな話になりましたが

まぁ、今週もしっかりいろいろチェックしてきました_φ［・ω・｀*］ﾒﾓﾒﾓ♪

順調に進んでるようです。



断熱材

だいぶ温かくなりました。今日の気温は15度。

今日のトピックは断熱材です。

すでに天井の断熱材が入ってました。

↓手を当ててみると、自分の体温が返ってきて暖かく感じます。

平屋ということで２階がない分、熱がダイレクトに入ってこうようとするし

逆に出て行こうとします。なので、いい断熱材を使ってもらってます。

つづいて、壁の断熱材。

ロール状になってます。



これを開けると↓↓

ドバッってでてきます。

（私が破ったわけではありません(≧◇≦)エーーー！）
劇的ビフォーアフターとかみてると、よく出てくるフワフワ系のおいしそうなヤツです。

ちっちゃいかわいいヤツもいました。

上林さんが壁に断熱材を設置してました。



いろんなトコロの壁に断熱材が入っていました↓↓↓

▼寝室の内壁１

▼寝室の内壁２



▼ウォークインクローゼットの内壁

今日はこれ以外にもいろんな打ち合わせをしました。
建具、システムキッチンの色あわせ、外構工事。。。
午前中には子どもの生活発表会もあり、
今日は疲れ果てました┌┤´д`├┐ﾀﾞﾙ〜



壁／天井の板張り

3月に入りました。

まだまださむーいっ！！((ｐ(>_<)ｑ)) 

昨日は雪がちらついてました　(((゛◇゛)))カタカタカタカタカタカタカタカタカタ 

さて、今日は上林さん（大工さん）がお留守のようでした。
今週のトピックは床・壁の杉板貼りです。

すでに大量の杉板が用意されてました↓↓

これでもまだ足りないとのコトで、追加発注が必要なようです。

なにせ、あとから「ココも杉板貼りがいいなぁ〜」と思っていろんなトコを杉板貼り仕様に

変更してもらったわけで・・・・・・f(^_^；) エヘヘ・・・ 

ムリを聞いていただいたおかげで、こんなにかっこよく仕上がっています↓↓

▼子ども部屋につながる廊下の天井



▼子ども部屋の収納スペース

▼子ども部屋上のロフト１

▼子ども部屋上のロフト２

今日はこの他に、お風呂工事が始まってました。

浴槽が搬入されてました↓↓



明日には仕上がってるかもしれません。

すごく楽しみです （　─┬┬┬┬┬─　ー　─┬┬┬┬┬─　）ウフフフッ 



システムバス

今日は日曜日。

ということで、誰もいない~（・・。）ヾ（^^ ）ナクンジャナイヨ〜 

ということで、我が息子は走る・走る・走るぅーーーーーーーーーーーー。

ε=ε=┏( ・＿・）┛スタタターッ 

ε=ε=┏( ・＿・）┛スタタターッ 

ε=ε=┏( ・＿・）┛スタタターッ 

そして、、、、、、、破壊しまくる！！！！！！！！！！

(o⌒◇)＜火火炎炎炎炎炎炎炎炎炎 (°ロ°)ぐぇぇぇぇ 

(o⌒◇)＜火火炎炎炎炎炎炎炎炎炎 (°ロ°)ぐぇぇぇぇ 

(o⌒◇)＜火火炎炎炎炎炎炎炎炎炎 (°ロ°)ぐぇぇぇぇ 

(o⌒◇)＜火火炎炎炎炎炎炎炎炎炎 (°ロ°)ぐぇぇぇぇ 



ウソですウソです(‾▽‾；） 

アホな前振りはこのくらいにして、、、、、

昨日、業者の方が作業してたシステムバスの設置が完了していました。

広くてビックリしました((((o°▽°)o))) ドキドキ♪ 

▼システムバス（全景）

※お風呂、洗面室、トイレは、あえて他の部屋と雰囲気をかえてます



▼システムバス（壁）

▼システムバス（洗い場）

▼システムバス（浴槽）



※子どもが腰掛けることができそうな、このカタチが気に入りました（*T∇T*） 

しばらくは、内装工事が続くようで

子ども部屋の杉板貼りが行われるはず。

来週あたりになるとかなり見た目にはできあがりに近づくと思われます。

スゴく楽しみだ 。(ёё。)(。ёё)。うふうふ♪ 



壁の板張り（続編）

今日は3/12（土）

———M8.8、最大震度7の東北地方太平洋沖地震の翌日———

勤め先の東京支社も、地震直後に全社員が新宿公園に避難したらしい。

東京支社は１８階にあるので、むちゃくちゃ揺れたらしいです。

勤め先は３階でしたが、それでも揺れを体感できました。あれでも震度2。
東京支社で震度5強、宮城北部で震度7というレベルは想像ができないです。

なんとも未曾有の大震災が起きてしまいましたね。。

幸い、現場への影響はなく

上林さんも粛々と作業をされてました。

非常事態の中でもいつもどおり寡黙に集中されてました。

壁の板張り工事が進んでました↓↓↓

▼子ども部屋の壁



▼納戸の壁

あと、軒天のベースとなるボードもキレイに貼られてました。



このボードを塗って仕上げるみたいです。

先行きの不安でいっぱいですが、上林さんのいつも通りの大工作業

を拝見して、何らかの”安心感”のようなモノを感じることができました。



リビングカウンター天板搬入

東日本大地震発生から1週間が経ちました。

まだまだ被害の全容が明らかにされていない状況で

復興までの道筋も不透明。勤務先の東京支社も計画停電や

通勤の乱れの影響を受けて、大混乱。

日本中が重苦しいムードに包まれています。

ひとりでも多くの方の命が助かることをお祈りしております。

さて、今日は２週間ぶりの打ち合わせです。

現地に着いて程なくして、立派な杉板を載せたトラックが到着。

この長〜い杉板はキッチン収納の天板用です。



同じ板がもう一枚搬入されました。



↑キレイな木目をしています。7メートル以上の迫力のキッチン収納になります。

　 仕上がりが非常に楽しみです。

打ち合わせの模様をこそっと撮りました↓↓

いつもは家自体の写真をメインに撮ってきましたが、今日は人にフォーカスしてみました。

左から島出社長、インテリアコーディネータの赤穂さん、現場監督の岡田さんです。

おまけですが、仕上がった壁を眺める嫁のシルエットです。



あと外構工事の方の打ち合わせもして、ブロック塀の仕様を決めました。

あと３ヶ月程度で仕上がると思います。1月に建前をしてはや３ヵ月程度が

経過しました。折り返し地点です。

あ、こうして打ち合わせをしてる最中にもベテラン大工の上林さんが粛々と

作業を進められておりました。頭が下がる想いです。



大工さんの休日1

今日は平日ですが、大工さんは午後休——

別件で打ち合わせがあり、現場に寄りました。

キレイに片付けられていました。

さすが、上林さん。ベテラン大工の仕事場ですね。

（↑机の上の鞄は私のです）

キレイに整頓されてます

↑この端切れは私の実家で”何か”に使うということで

捨てずに残していただいています

ジロジロ見回していると、洗面室の壁＆天井に使う檜板



ジロジロ見回していると、洗面室の壁＆天井に使う檜板

のサンプルが届いてました↓↓

杉板とは違った品があり、香りも独特なカンジでした

あと、壁の杉板貼りが随所に行われていました。

◆子ども部屋1の入り口

◆子ども部屋２の入り口



◆洗濯物干し場（屋外から撮影）

↑なんと屋外の天井にも杉板を貼っていただいています

◆洗濯物干し場（屋内から撮影）



◆下駄箱の裏（に隠れてしまう部分）

↑この部分は下駄箱に完全に隠れてしまう壁なんです。

隠れてしまう部分も杉板で覆っていただいてます

◆内玄関の壁



こうしてみると、我が家の壁はぜーんぶ杉板張りのような気がしますが

リビングや寝室の壁は珪藻土塗りです。

この記録本のタイトルにも”珪藻土”というキーワードが入ってますね。

もうしばらくすると、その”珪藻土”が登場する予定です。

珪藻土の色や塗り方についてはカタログベースで候補をピックアップしてます。

また近日中に紹介します。



珪藻土塗り工事1

東日本大地震から２週間余りが経過。

徳島に住む僕らの日常生活への影響も少なくないです。

そして、建築中の現場にも影響が。。

エコキュートやシステムキッチンなど既製品の調達が難しくなっているようです。

（もちろん、被災された方のところの復興が最優先なわけですが）

システムキッチンは品物は出来上がっているようで物流の問題で輸送のメドがたてば

そのうち届くようです。少し気がかりなのはエコキュートのほうで、これは品物自体が

ないとのコトです。

被災された方のコトを想うと、これくらいちっぽけな問題に過ぎないですね。

ま、気長に待ちましょう。

さて、今週の進捗は杉板貼りの続きと、珪藻土塗りのための下地工事です。

まずは、杉板貼りの続き↓↓

◆内玄関（左の壁には天井まで続く下駄箱を設定予定）

◆内玄関付近の南側の壁



↑こんなところにも杉板が(*^_^*)

もう少しで杉板貼りの工事は終了する模様です。

もう少し＼（＾ ＾）／ ファイト

続いて、珪藻土塗りの下地工事が出来上がってました。

◆リビングの３つの壁



◆寝室の壁

いよいよ楽しみにしていた珪藻土塗りがはじまります。

その前に色と塗り方（化粧の仕方）を決めないといけません。



あっ、もう一つ。

ロフトへ続く階段が作られてました。



もうちょいで、できあがりそうです。

思ったよりも、緩い傾斜で普通の二階建てのような階段になってました。

限られたスペースでしたが、上林さんの創意工夫とベテランの技で

想像以上のものになっていました　Ｏ(≧∇≦)Ｏ イエイ！！

ということで、3月末です。

この記録本も年度を跨ります。意外に長編作品になりつつありますね。





珪藻土塗り工事2＋その他もろもろ

４月に入りました。桜が開花しつつあります。

震災の影響は深刻でTOTOの便器の調達が難しくなっている模様。

エコキュートの調達はまだまだメドが経たない状況です。

◆打ち合わせが２件

まずは某ホームセキュリティ会社との打ち合わせ

つぎに電気配管の打ち合わせ



あと写真はないけど、外構工事の打ち合わせも行いました。

敷地が広い分、外構工事費が相当嵩んでいます。。

◆仕様決め

LDKと寝室の内装壁の色と仕上げの仕方についてサンプルをみて検討

☆LDKは下の段の左から３番目の白色で、櫛掻き風のデザイン

☆寝室は思い切って、焦げ茶色＆藁が入ったレトロな仕上げに

内玄関と廊下の自然素材クロスのサンプルをみて検討



☆我が家唯一のクロス。ここでもこだわって自然素材の紙布を採用（左）

次に天井の杉板張りの工事が進んでました。

◆寝室

◆子ども部屋（全体）

◆子ども部屋（工事の模様）



◆LDK（杉板をカットする上林さん）

今日は盛りだくさん。まだまだあります。

◆階段が完成



◆洗面室の天井・壁に使う檜板が到着

◆おまけ（住所変更に伴って仮ポストを設置）



来週からはいよいよ外壁の珪藻土の下地塗りが始まる模様。

いよいよ工事のクライマックスが近づいてきました。



建具工事

今日は長女の入園式でした。

急に暖かくなり４／１０ですが、まだ桜が満開状態です。

そんな良き日に現場では、建具工事が進んでいました。

◆LDKの７メートルのなが〜いカウンター収納

※現場監督の岡田さんの渾身の作品です！

◆トイレの収納

※こんなトリッキーなバランスで立ってるんじゃないです（笑）

撮影の都合上、傾けてるだけです。

◆トイレの収納の天板



※丸く空いた穴には陶器の手洗い器が設置されます。

洗面室の檜板貼り工事も進んでました↓



※杉板より香りがきつく、花粉症にやられたボクの鼻でも独特の香りが感じられました。

あとは、電気工事もすこしづつ進行中。

※マンションとかにも付いてる吸気口



※照明のスイッチも随所に設置されてました。

天井の点検口や天井裏収納も設置されてました↓

※クローゼットの天井裏収納

※納戸上の点検口



今日はまだまだありますよ〜。

浄化槽が設置されました。

東日本大震災の影響で調達が困難な状況でしたが、幸運にも入手できたようです。

◆おまけ１

家造りとは関係ないですが、明日は東日本大震災のチャリティイベントに参加します。

島出建築事務所に協賛いただき大量の薪を提供していただきました。



これを活用して、４／１０（日）に手打ちうどんや唐揚げなどの実演販売を行います。

売り上げの一部は義援金として被災地に贈ります。

詳しくはコチラです。

◆おまけ２

なんと、現場監督の岡田さんがGalaxyS
(DocomoのAndroidスマートフォン）に機種変してましたw( ▼o▼ )w ｵｵｫｫ!!
ボクと同じ機種です。

http://www.npo-nanohana.or.jp/


60歳代なんで自分の親と同じ世代。
これには正直、ビックリしましたw((‾‾0‾‾))wﾜｵｯ!!

カメラ撮影
↓
Wi-Fi経由 or GmailでPCに画像を転送
↓
PCでスタッフブログにアップロード
という使い方が岡田サンには適してると思われます。



大工さんの休日2

今日は朝から東日本大震災のチャリティイベントに参加してました。

ボクも手打ちうどんを打ってました。

丸まった状態の玉を２玉打ちました。

まさに「打つ」という表現がピッタリの肉体労働。

日頃、筋トレで鍛えてるボクも結構辛かったです。

（てか、初めての自画像です(⌒・⌒)ゞ ）

オヤジバンド日本一・吉野川市の「カマンベール」によるコンサートも行われました。



※東北地方に届けという想いを込めて、『上を向いて歩こう』も熱唱してくださいました。

さて、今日は日曜日なんで、現場はお休み。

祖母と妻と長女を連れて、現場に寄りました。

※明日から幼稚園に登園です...φ(///_///) カァ 



※来月に９３歳になる祖母です。まだまだ元気☆⌒d（*̂ ー°）b グッ!! 
　　チャリティでもショップの店番をしてました（o^-'）b グッ! 

あと、今まで撮影してなかった箇所をアップしときます。

◆トイレの壁（クロス面）

※ワンポイントのためのクロス面を作りました。黒っぽいクロスを貼ります。

◆トイレの壁（その他）



※あとは板張りです。落ち着きます。

◆食材庫

※勝手口に繋がってます。右手側に冷蔵庫やゴミ箱が収まる

　建具を作ってもらいます



※食器棚を作ってもらいます

今日は朝一で有休だけど出社してミーティングに出席して

どんよりとした気分になりましたが、チャリティイベントに参加

して安らかな気分を取り戻せました...ρ（。。、）ヾ（^-^;）ヨシヨシ  

さぁ、明日からは仕事がほんとうに忙しくなります。
週末は休めるだろうか？微妙な情勢です。
気合いです！ ファイトォォォ！！（　・□・）乂（・□・　）イッパァァァツ！！ 



大工さんの休日３

今日は日曜日。

ということで、恒例の『大工さんの休日』

今回で３回目です。

☆-(ノ´・┏∇┓・`)八(´・┏∇┓・` )ノ イエーイ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・と、思ったんですが
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日も外壁の下地工事のために左官屋さんがお一人作業されてました！

明日はあいにく天候が悪いらしく、降水確率６０％

順調にいけば月、火、水の３日で珪藻土（ジュラクペインアートアルファ）の塗り工事を
終わらせると行ってました。

↑ジュラクペインアートアルファ。
　「汚れ防止材」も含まれ、かつひび割れに強いという頼れるヤツです

んで、前日に岡田さんにオーダーしていた納戸の棚が早くも完成してました。

あとトイレの建具も設置され、手洗いボールや蛇口などの取付を待ってる状態でした。



あとトイレの建具も設置され、手洗いボールや蛇口などの取付を待ってる状態でした。

ウォークインクローゼット上の収納口も完成！



とにかく広い！上林さんに堅牢に造っていただいたので
ちょっとくらい重い荷物を置いても大丈夫。

すこしずつ仕上がっていく『我が家』が待ち遠しい今日この頃。
これを励みに明日からの一週間仕事がんばります！！



ロフトの手摺りと食料庫の棚

先週お願いしてた建具の残作業が終わっていました。

◆食材庫の棚１

※棚の下はゴミ箱置き場。棚の右は冷蔵庫置き場。

◆食材庫の棚２

※こっちの棚は食器棚になります。もちろん大工さんの手作り仕様

◆ロフトの手摺り

※岡田さん、上林さんと打ち合わせの末、耐久性をあげるために

縦方向に柱を立てるようにしました。これでかなり頑丈になってます



縦方向に柱を立てるようにしました。これでかなり頑丈になってます

※これでも子どもがあがるとキケンなので、ネットを張り巡らす予定

今日はこれ以外に、外壁塗り工事と外構のブロック塀工事が並行して進んでました。

今日も車が８台＋トラック２台とすごい大人数体制になってます！！



クロス、玄関タイル

今日はあいにくの大雨です(||||▽‾)アウッ! 

ザァーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ザァーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかも、寒っ！
ガクガクブルブル((;゚ Д゜))ガクブルガク 
ガクガクブルブル((;゚ Д゜))ガクブルガク 

ま、そんな悪天候の中でも現場は皆さん活気溢れて
お仕事されてました。

◆廊下のクロス

※杉板の壁とベストマッチです

※紙布でできた自然素材のクロスです

◆トイレのクロス



◆トイレのクロス

※１面のみワンポイントです。杉板との相性抜群！

※手洗いボールとも相性GOOD！！

あと、細かいトコロも。

◆ウォークインクローゼットにLANケーブル（カテゴリ6）



※モデムを置く専用の棚。ここのモデムから各部屋にLANケーブルを這わしてます

◆子ども部屋の廊下に照明

※はじめて照明がつきました！

◆内玄関、外玄関のタイルのサンプル

※いろいろ悩んだけど、左下の黒っぽいヤツに決定！

内装のほうはだいぶ完成してきました。

あとはLDKや寝室の壁の珪藻土塗り、システムキッチンの搬入、照明工事あたりですね。

システムキッチンが入ったら、以前購入しておいた栃の一枚板テーブルを搬入してみようと

思います。非常に楽しみです！





照明工事1

今日は日曜日。

とゆうことで、当然現場はお休みです。

昨日、打ち合わせから帰ってから電気工事屋さんが手際よくいろんなところに照明

を取り付けてました。

◆ダウンライトの球

※ソフトクリームみたいな形状です。色んなトコロに使われてるようです

◆食品庫の照明

◆廊下の照明



◆洗面室の照明

◆トイレの照明



※小さくてキュートなのが２つ

◆子ども部屋廊下の壁照明

◆子ども部屋の吊り下げ照明



◆寝室の照明（ダウンライト）

◆外玄関の照明

◆LDKの照明



◆おまけ：トイレの手洗いボール

※養生ボードをのけて、置いてみました。

　 ワンポイントのクロスにぴったりの色合いです。

まだ、吊り下げ系のは取り付けてないようでした。

来週には全部取り付けてくれていることでしょう。

いよいよ来週からゴールデンウィークが始まります。



仕事ももう一頑張りです。



珪藻土塗り工事3

今日からGW突入です ( ●≧艸≦) ｷｬｯｷｬｯ

10連休の初日です ΣΣヽ（○□◎）ノ！！ギャァー

現場では上林さんの大工工事はおおむね完了しているようで
左官屋さんや外構屋さんが大勢で作業されていました。

まずシステムキッチンが設置されてました。
なお、震災の影響でIHのほうはまだ届いてません。

◆キッチン全体像

（養生シートを外したら、改めて写真掲載します！）
◆キッチンからの眺望

ウッドデッキ→芝生→家庭菜園という景色をつくる予定です
これこそが、今回の家造りのメインコンセプトです！

つぎに珪藻土（シルタッチ）塗り工事の模様です。
現場についた時にちょうど塗り始めていました。

◆LDKの壁



◆LDKの壁



※表面は刷毛で掻いたような模様がはいってます

寝室の壁はもう塗れてました。
思い切って、焦げ茶色にしました。ちょっと勇気のいるチョイスでしたが
結果的には大満足の仕上がりです。

◆寝室の壁



※チョコレートっぽい色で杉板にベストマッチです
　 珪藻土に藁を混ぜてあり、和風テイストに仕上がってます

◆外玄関の扉

※外枠がつきました。白木調の扉が付く予定です

珪藻土の壁は温かみがありました。
新築だけどなにか懐かしい雰囲気がします。



照明工事2

GWもそろそろ終わりです。

GW中に撮りためた写真をアップしておきます。

現在は基本的に外構工事がメインで、GW中は家のほうはほとんど進捗は

ありません。

照明工事の残りが完了していました。

◆LDKの壁照明

※上下にひかりが拡がります

◆LDKのダイニング照明

◆LDKのキッチン照明



◆寝室の主照明 

あと、洗面室の床が張られてました。

※檜との相性も良いみたいでした。ここはビニール素材にしました。

毎日に水に濡れるスペースなので、ここだけは自然素材にはしませんでした。



これにて、いったん家自体の工事は中断してます。

GW中は外構工事に集中するようです。



建具工事2

今日は朝１便で東京出張から帰ってきました。

徳島は台風の影響で霧が濃く、着陸できるかビミョーでしたが

無事着陸してくれました。

会社は昼から出社することにしたので、現場にフラりと寄ってみました。

棟梁・岡田さんが偶然にフラりと立ち寄ってくれました。

現場はほとんど完成してて、建具が入ってました。

もちろん、ぜんぶ無垢で手作りです。

◆子ども部屋の収納

◆子ども部屋の収納（全景）



◆LDKからフリースペースにつながる引き戸

※ガラスが入ってない状態

◆寝室の引き戸



◆食品庫のドア

※ガラスが入ってない状態

◆食器棚



※ガラスが入ってない状態

◆廊下からLDKにつながる引き戸

※ガラスが入ってない状態

◆トイレのドア



※このドアの木目が一番気に入ってます

◆洗面室の引き戸

◆くつ箱



※一番上質な杉板を使って造ってもらってます。一番上品な顔をしてます

◆寝室の押し入れ

※この扉が一番面白い表情をしてます

◆寝室の押し入れ(左)＆クローゼット(右)



このように一枚一枚違う表情をしています。

これこそが手作りの醍醐味ですね。

【おまけ１】寝室のTV台も手作りしてもらいました

※ただ板で組んだだけですが、味があります

【おまけ２】便器がようやく到着

【おまけ３】ペーパーホルダ・・・・チョイスミス(。┰_┰。) 



※これは換えてもらう予定です・・・ｗ

カーテンの打ち合わせもしました。

そんなこんなで、ほとんど内装工事も終わりです。

そろそろお掃除をするようなんですが、そのときに建具や床や木製のサッシ枠にワックスを塗って

もらうことにしました。クリア塗装という選択肢もありましたが、無垢の質感を損なうのはイヤなの

で

傷がつくこと覚悟で、ワックスの方を選びました。

※ワックス１回塗った状態。ほとんど違和感ナシ



養生撤去

5月も終盤になりました。

いよいよ養生が撤去されました。

◆リビングの写真

※ウッドデッキが屋内と屋外の曖昧さを演出してくれます



※システムキッチンは思ったよりも馴染んでくれました

※無垢の収納です。非常に気に入ってます。

　天板は杉の一枚モノです。



◆寝室の写真

※チョコレート色の壁と杉がベストマッチしています

◆子ども部屋の写真

※全部杉板の仕様です

◆廊下の写真



◆トイレの写真



あと２週間で引き渡しです。

いよいよラストスパート！！

追加の外構工事を発注したんで、それが完成するとまた景色がアップします！

次のお楽しみに〜！



ほぼ完成☆

今日は雨ですヽ｀､ヾ(ﾟ ﾟ｡)｀､ヽ

てか昨日から梅雨入りしちゃいました＼＼＼＼＼(★*'∩`)ｐ☂＼＼＼＼＼

そして、台風がやってきてます
�▒�▒�▒�台▒�▒�▒←o（0皿0※)�▒�▒�▒風�▒�▒▒��

ま、そんな中、妻と岡田さんと三人がかりで栃の一枚板のテーブルを搬入しました。

当初はダイニングテーブルとして使う予定でしたが、実際に搬入してみると

リビングテーブルに向いてるようです。どっちにしても存在感大です。

あと、引き戸やドアにガラスが入ってました。







トイレの丸ガラスもキレイに収まってました。

ホームセキュリティも導入されました。これで安心です。



最後に、照明をフルにつけてみました。

ショールームみたいにキレイな写真が撮れました。

もうすぐ引き渡しを迎えますが、その前に完成内覧会を開催することになりました。

島出建築事務所では珍しい一般住宅の完成内覧会です。



★完成しました★

今日は梅雨の間の束の間の快晴です。

ついにすべての工事が完成しました。

いよいよ明日は引き渡しとなります。

今日はその前に設備の説明を受けました。

ボクは基本的にマニュアルさえあれば、自分でなんとかできるタイプ

なので、説明は妻だけで聞いてもらって、岡田さんと雑談してました（笑）

◆芝生工事

※まだ植えたすぐですが、元気に育ってくれてます

※芝生を植えたおかげで庭に表情が生まれました

カーテン工事も完成です。



◆子ども部屋

※子ども部屋とゆうことで、かなりカラフルで派手な柄にしました

◆フリースペース



◆リビング

◆寝室



※「テーブル工房kiki」で買ってきたかわいい掛け時計です。

　もちろん無垢の木です（笑）

◆勝手口の目隠し



※これも杉板です



※屋根はシンプルなポリカです。

◆おまけ

イタリアに旅行したときに買った「最後の晩餐」

どこに飾ろうか思案中です。

いよいよ明日は引き渡しです。



祝☆彡フレッツ開通

ようやくネットが使えるようになりました！

引越ししてから２週間が経ちました。これまでの経緯をざっとご紹介しましょう。

★大雨のときの庭の模様

※芝生を植える前です。排水口を設置する前で畑に水が溜まってます。

★★引越しは雨でした

★芝生を植えた直後

※まだ疎らに生えてます

★今週の状況



※芝生が青々と生い茂ってきました

★畑に夏野菜を植えました

※ゴーヤ、かぼちゃ、トマト、ネギなどを植えてます。

※ネットワークストレージ(NAS)です。テレビ、PS3、スマートフォンからアクセスできます。

★ハイスペックPCが届きました

CPU: Xeon, RAM: 12GB（サーバとかに使うスペックです）

↓いまのところマシンスペックを活かしきれてません(≧.≦) ゴメンよぉ 



※地デジマシンに成り下がってます・・。もっと使ってやらないと

可哀そうなんで畑の野菜をスマートフォンで監視できる

ライブカメラシステムでも組んでみようかと考え中です。

★TV台が届きました

※檜の丸太で作ってもらいました

※だいぶ生活感ででてきました

まだ２週間ですが、床も壁も天井も杉板で作られてるので、落ち着きます。

通勤時間はかなり長くなってしまいましたが、疲れて帰っても和みます。

そして、朝はウッドデッキに寝転んで朝日を浴びてます。

家づくりは一段落しましたが、門を造ったり、菜園をつくったり、庭木を植えたりと

やることはまだまだ沢山あります。てことで、このブログ本は続けます！宣言。



デラクリート貼り

「デラクリート」。

これは外壁に下地として貼るセメントボードです。

この一枚だけでもめちゃめちゃ重い。

筋トレしてるボクでも持ち上がらないです(*ﾟoﾟ*)~ﾟ ﾎﾞｰ
てことは、もちろん試してみました∑o(*'o'*)o　ｳｵｵｫｫｫｫ!!
・
・
・
無理っす(ノд・。) ｸﾞｽﾝ

ま、それはさておき



非常に頑丈です。この上に外壁用珪藻土（ジュラクペンアート）
を塗ってもらいます。

サイディングボードの上に左官仕上げをすることもあるらしいですが
それだとひび割れが起きる可能性が高いらしい。

てことで、この高価なデラクリートを全ての壁に張り詰めてもらうことに
しました。

頑丈な上に左官仕上げもキレイに仕上がる頼れるヤツです。



下地塗り

今日は4/16。桜も散り始めました。

仕事はデスマーチ状態 ┐(‾ヘ‾）┌　フゥゥ 

家に帰ってすぐバタンキュ Ｚｚｚ (´〜`) 

すこし疲れが残っている状態で現場に行くと、、、、、、、、、、
ｗ（‾△‾；）ｗおおっ！

なんとこんなに車がいっぱい！！いままでで一番多い１１台。

ずぅーと楽しみにしていた外壁工事が本格スタートしてました。

デラクリート板の上に下地を塗った上で、珪藻土のノリをよくするための透明の液（？）を

５人体制で塗ってました。

▼外玄関１



▼外玄関２

※これだけでも十分キレイ

▼外玄関３



▼北側の大壁

北側は高さ４メートル、幅２０メートル強の巨大な壁です

本塗りのときは大勢で一気に塗る必要があるらしいです

▼寝室の壁



珪藻土のノリをよくするための謎の透明な液を塗っています！

内装のほうも少し進化してました。

▼下駄箱（扉をつける前の状態）

杉板仕様のオーダーメイド

▼寝室の収納の上部



上林さんにお願いして２段の棚を張ってもらいました

上まで板張りの贅沢仕様

▼寝室の収納（全景）

もちろん板張りの贅沢仕様（笑）

▼ロフト用階段の裏側



こんな見えないトコロも全部板張りの贅沢仕様（^◇^；） 

▼納戸に設置されたブレイカー

この納戸は一番のお気に入り。もちろん全部板張り＇v＇ ﾌﾟｯ

こんなにも無駄に贅沢仕様にしたおかげで、４０万も予算オーバーしちゃいました┓(´_`)┏ 
でも、いいんです。非常に満足してます。

下地が塗れたら、いよいよクライマックスの珪藻土（ジュラクペンアート）の塗り工事がはじまり
ます。
もし都合があえば、塗ってる現場を見てみたいと思ってます。

そのほかにも、内装の珪藻土（シルタッチ）塗り工事、ウッドデッキ工事、外構工事、庭づくりと
まだまだ楽しみがいっぱいです。



ジュラクペインアート塗り

今日はいよいよ外壁のジュラクペインアート塗り工事です。

ある意味、我が家の建築工事のクライマックスです＼(　〇　⌒　　　▽　　　⌒　〇　)/わぁい♪ 

この日も８名の大人数体制でした。

岡田さんが写真を送ってくれました。

◆ジュラクペインアート・アルファを調合中？

◆塗り工事



※幾重にも塗ってます



※乾燥するまでに大人数で一気に塗り上げてます



※高いところは足場を使って塗ってます

※刷毛を使って壁に表情をつけてます



※仕上がった壁です。飽きのこない定番デザインです

※大量のジュラクペインアート・アルファも使い切ったようです

ということで、全部塗りあがりましたヾ（≧▽≦）〃 



キレイに仕上がりました。週末には足場が撤去されるとのことです。

いよいよ全貌が明らかになります。楽しみです。



足場撤去

今日は大雨です （*ノv`//）o☂o（'Д`◆)

そんな中でも合羽姿で足場屋サンが撤去作業を進めていました。

程なくして、キレイに撤去完了(●ﾉДヽ●)ｷｬｰ
そしたら、なんとゆうことでしょう〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



そしたら、なんとゆうことでしょう〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

家の全景が露わになったではないですかぁ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆西側の壁

※２階建てかと思うほど威圧感がありました

◆北側の壁１

※２０メートルを超える大壁です
◆北側の壁２

◆南側の壁



◆南側の壁

※２メートル強と低めに抑えてます。南側の壁に沿ってウッドデッキが張り巡らされます。
　 窓も大きいし、ウッドデッキを廊下代わりにして全ての部屋が繋がります

写真に写っているあたり一面に芝生を植える予定です。
子ども達が走り回る光景が目に浮かびます。



リビングテーブル

栃の無垢の一枚板テーブルをゲットしました Ｏ(≧∇≦)Ｏ イエイ！！

嫁と同じくらいですね(*‾∇‾*)ｴﾍﾍ
ちなみに裏面↑
厚さ10センチ近くある一生もんのリビングテーブルです。

こちらが表面↓

表面の方がソフトな顔をしてます。
裏面はちょっと荒々しいカンジ。

無垢のいいトコロは汚れたらサンドペーパーとかでこすっちゃえば元通り
になることですＵ＼(●~▽~●)Уイェーイ！

結構お高いんですが、奮発してゲットしました*TｰT)bｸﾞｯ!
子供の代にも使えます。

ちなにダイニングテーブルは樹齢100年を越える県産杉の無垢板にしようと考え中。



ダイニングテーブル、LDK収納に使う木

今日は材木屋さんにダイニングテーブルにする板を物色にやってきました。

製材して１５年くらい経過した杉の木。十二分に感想しているので割と軽いです。

一応、今のところ最有力。

次に、県南の有名なお寺を守っていたご神木。なんでも落雷のせいで倒れたらしく

材木屋さんに引き取られたとか。

なかなかおもしろい表情をしてます。

強化ガラスを載せて使うと世界で一枚のダイニングテーブルになりそうです。



あとはアイランド型のシステムキッチンの裏に置く７メートルの収納の天板

に使う板の物色。。

こちらも１５年選手の材木。節があったり、歪んだりしてるのも

また個性的です。

幅が４５センチしか取れないらしいですが、棟梁の意向でこの板を使うことに決まりました。

オーブンレンジなどを置くことを考えると５０センチは欲しいところですが、

何せ自然の木材なので、木のサイズにあわせて家電を選べばいいわけです。

その他の建具（ドア、引き戸、下駄箱など）も杉板で作ってもらうことになってます。

詳細はインテリアデザイナーの方と相談中です。また進捗があれば執筆します！



カーポート

アパートの近くのエクステアリアのお店に行ってきました。

今日のお目当てはカーポート。

車２台が置けるサイズのを物色してきました。

写真でみえると小さくみえますが、実際にみえるとめちゃめちゃデカイw(‾Д‾;)wﾜｵｯ!!

でも、色もデザインもシンプルで、まぁまぁ満足=*＾-＾*=にこっ♪

でも、、、、、、、、、既製品でも40万もするんです；‾ロ‾）！！

もしかしたら、島出サンにオリジナルのを造ってもらってもそんなに費用

変わらないのかもしれん。。。。と思い始めています。

↑のは脚４本ついてるタイプで頑丈そうだし、◎なんだけどーーーー

欲をいえば、両サイドと奥の壁が欲しいところ。

もうちょい調査が必要だ ( o^∇^)ﾍ_□~~~~~~‡~~~~~~□_ヾ(^ｰ^*) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ♪



化粧ブロックのチョイス

家造りは順調に進んでますが、ブロック塀の工事も考えはじめました。

外周が90メートル近くありますので、４辺のうちお隣と隣接している１辺はブロック塀なしにしま

した。

それでも敷地が広い分、やはりコストがかかるので道に面している西側のみ化粧ブロックを使って

あとはお安いブロックを使う作戦でいきます。

現場監督・岡田さんにそこそこのお値段のやつをピックアップしてもらいました。

真ん中の段の左のヤツがいいかなぁ〜と思ってます。

皆さんはどれがお好みですか？？



皆さんはどれがお好みですか？？

まだ決めなくていいんで、じっくり悩みましょう（○‾ 〜 ‾○；）ｳｰﾝ···



ブロック塀工事１

外壁のジュラクペインアート塗り工事と並行して、ブロック塀工事もスタートしました。

どのブロックにするかは悩んでいたんですが

インテリアコーディネーターの赤穂さんの意見も取り入れて、こんなカンジに決めました。

◆できあがりイメージ

◆工事前の様子

※草が生い茂ってます

◆土揚場の土草撤去



※土揚場は以西用水組合の所有地ですが、草木を植えても構わないとのこと。

でも、敷地だけで十分で、土揚場までは手が回りません。

◆一定間隔ごとにケミカルアンカーを打つ

※ブロック塀の強度をあげるためのアンカーです。

一本で１トン以上の荷重を支えることができるそうです

◆ケミカルアンカーだらけｗ





こっちの方も楽しみです
イェーイ(〃‾‾‾∇‾‾‾)v 



ブロック塀工事２

◆基礎のたちあがり部分の塗り

※下地は荒い砂利のようなものが含まれているようです

※玄関照明も付きました

※立ち上がり部分が化粧されて全体的に引き締まったイメージになりました



◆菜園の土

※家庭菜園スペースは10平米くらいからスタート。慣れてきたら拡大していきます

◆ブロック塀（東側）

◆ブロック塀（南側）



◆ブロック塀（西側）

※西側は化粧ブロックを使います

外構工事は省コストですすめていますが、西側の化粧ブロック

は少し奮発して投資しました。できあがりが楽しみです。



ブロック塀工事３

今日はGW休み８日目です。

外構工事が本格化してます。

◆モルタルをつくってます

◆モルタルでブロック塀の土台を補修してます

※左官屋さんが作業してるあたりは以前は資材置き場だった所。

頑丈なベタ基礎が敷かれており、重機を投入して撤去してもらい

ました。重機で削った部分をキレイに補修してもらっています。

◆雨樋の水の通り道



※ウッドデッキを設置する前に通り道を造っています

◆北側のスペースを締めてもらってます

※北側はお隣との境界にあたりデッドスペースです。

　細長いですが40平米くらいはあるので何か使い道を考えてます。

◆水路の橋桁を拡張してます



※我が家は水路に囲まれており、入り口は橋桁が掛かってます。

　４メートルほどの幅がありますが、１メートルほど拡げてもらいました。

◆入り口のコンクリート補修

※資材置き場として使われていたときから、コンクリートが痛んでいた

　部分をキレイに補修してもらいました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■■■■■■■■　できあがり編　■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

　

◆キレイに補修されました

※たちあがりの部分がキレイに補修されてます

◆西側のブロック塀

※道路側のみ化粧ブロックを採用しました。シンプルな外観にマッチしてます。



◆北側の土がキレイに締め固められてます

※北側ですが意外に日当たりがいい。撮影時刻は１５：００頃。

朝から昼間までは日が差してるようなので日陰になるのは束の間のようです。

水道も両端の２カ所に設置してあるので、ハーブ畑にでもしようかと思います。

◆南側のブロック塀の曲線が美しいです

※一番安いブロック塀にしました。



　落ち着いたら、一定間隔に鉢植えを置いたりして美観を整えます。

◆東側のブロック塀

※前の田んぼは稲作がお休みの期間はチューリップ畑に変貌します！

　最高の借景です！！

あと１ヶ月強でいよいよ引き渡しの日を迎えます。

家ができあがったあとから、家庭菜園やハーブ畑を作っていく楽しみもあります。

今から楽しみです。



ウッドデッキ基礎工事

引き渡しの日まであと1ヶ月となりました。

ラストスパートです。

ウッドデッキの基礎工事がはじまりました。





しばらく養生したあと、ブラジルなど南アメリカ原産のマニルカラという木材

を張っていきます。水に沈む木材で耐久性が高く、シロアリにも強い木材

として知られてるそうです。



これが南側の壁に沿って張り巡らされます。

家の印象がガラッと変わると同時に、家の中と外の曖昧さを演出してくれることでしょう。

それから、当初のコンセプトにもあった芝生を植えようか検討してます。

ただ予算も厳しくなってきてるので、調整ができるか検討中です。

芝生は何かを犠牲にしてでも、やりたいところ・・・ｗ

【おまけ1】子ども部屋前の布団干しができてました

※鉄棒みたいですね（笑）

【おまけ2】勝手口の”囲い”の基礎



※エコキュートなどを隠して外観を損なわないようにします

【おまけ3】30センチ角のタイルが貼られました



※内玄関と外玄関をバリアフリーでつなげ、緩やかに傾斜したアプローチに繋がります



ウッドデッキ完成

今日はあいにくの空模様｀ヽ、｀ヽ、雨··· (。◓ω◓)┌ ｀ヽ、｀ヽ、

完成したウッドデッキの写真をアップしときます〜

◆子ども部屋からみた風景

※幅は180センチくらい。広々してます

◆フリースペース前のウッドデッキ



※ここは洗濯物干し場ですが、天気の良い日は食事もできます

◆子ども部屋前の布団干し棒

※頑丈に造ってもらったので鉄棒としても使えます

◆家庭菜園

※土留め用のブロック基礎も入って、もうすぐ完成です。
　（一人前の畑にするためには色々勉強しないといけませんｗ）

あとは芝生とか真砂土が入れば、ほとんど完成します。
もう少しで引き渡しを迎えます。楽しみ楽しみｗｗ



木製柵の工事

引渡しから１ヶ月が経過しました。

住んでから判ったことですが、下の子が道路に出て行ってしまうことが

頻繁にあり、キケンなので柵をつけてもらうことにしました。

※岡田さんも現場にきてくれました



※年季の入った丸太を使って柱にしてます

※北側の裏にも柵をつけます



※いい感じですね。既製品にはない味があります

※デッキとよく馴染んでます



※ほぼ出来上がってます。あとは扉をつけて、色を塗れば完成！

※扉がつきました！

これで子供が道路にでることはないでしょう。一安心です。



【おまけ】仕事を終えて休憩する岡田さん

暑い中、おつかれさまでした！



夏野菜を植えました

引っ越しの片付けもだいたい終わりました。

相変わらず、ネットに繋がらない不便な環境ではありますが、

ゴウヤ、トマト、ネギ、なすなどの夏野菜を植えました。

梅雨時なので、実家である程度育った苗を移植しました。

写真は・・そのうちアップします。

はやくNTTさん開通してくれぃ（笑）



成長日記①

夏野菜が順調に育ってきました。

★ネギ

★茄子

★プチトマト

※３つくらい収穫できそうです

★ゴーヤ



※緑のカーテンに育ってね

★カボチャ

そろそろツタを這わす竹を用意してあげないと

★？？？



※これは・・・・・なんだったっけ？（笑）

忘れましたｗ



成長日記②

今日は快晴です。絶好の菜園づくり日和です。

★ひまわりが芽を出しました

★茄子

★ゴーヤ



※かなり成長しました。小さい花も２つ咲いてます

★キュウリ

★オクラ



★キュウリ２

※キュウリの第二弾です。すぐに大きく成長するでしょう。

★さつまいも

※家庭菜園の範囲を超えてる気もしますが・・ｗ

そうそう、ひさしぶりに岡田さんが来てくれました。

庭に木製の柵をつけてもらおうと思ってまして、その打ち合わせに。

下の子供が飛び出すキケンがあるので早急に対処してもらおうかと思ってます。



成長日記③

今日は三連休の1日目。

いくつか野菜が収穫のときを迎えました。

①なすび

※麻婆茄子にでもしましょうか。

②さつまいも



植えた直後はしなびてましたが、葉が立ってきました

③キュウリ



たくさん収穫できました。

朝起きてすぐ、草むしりや害虫の駆除など

やることは多いですが、スローライフを満喫してます。



成長日記④＋FNS２７時間TV

今日は『めちゃ×2デジッてるッ！ 笑顔になれなきゃテレビ じゃないじゃーん！！』

の放送日なのです！

何を隠そう、僕はナイナイのオールナイトニッポンのヘビーリスナーで、ラジオを録音
して車の中でも仕事中でも聴いてます。

放送の最後で岡村さんが号泣してるシーンは実に感動的でしたね。
もちろん、２７時間全部録画してます。永久保存版です。
てか、12年くらい前から放送されたオールナイトニッポンのすべてのラジオを
録画して保存してます。僕の宝ものです。

したがって、「めちゃイケ＋ぐるナイ＋オールナイト」
これは生活の一部です。これがないと生活できません（笑）

いままでのブログの雰囲気とはまったくちがう書き出しではじめてみました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

さぁ、いつものテンションに戻りましょうー。

今週は台風で大きなダメージを負った菜園を復旧しました。

※ダメになったトマトの代わりに、朝顔を植えてみました。

※なんとか倒壊を免れたゴウヤの網を補修しました。
 　コの字型に網をめぐらし、今度は横方向に伸びてもらいます。



 　コの字型に網をめぐらし、今度は横方向に伸びてもらいます。

※唯一、台風の影響をまったく受けなかった『さつまいも』
　 なんなら、台風のおかげで元気になったくらいです（笑）

※ひまわりが全滅しました・・。代わりに花屋さんでカラフルな
　 花を買ってきました。名前は・・・・まぁ、いいでしょう（笑）

あと、おまけ。
娘の幼稚園の夏祭りがありました。



阿波踊りを踊る娘です。親バカです。

夜はデッキで焼肉しました。外でやると部屋が汚れ無くて
掃除も楽です。



あと、我が家が雑誌に掲載されることになりました。
詳しくは、後日報告します。



「とくしまの家づくり」の雑誌取材

2011年10月発売予定の雑誌「とくしまの家づくり」の取材がきました。

ひさしぶりの岡田さん＆赤穂さん。

取材中とあって、少し緊張した面持ちｗ

僕ら夫婦も撮影は苦手とあって、引きつった笑顔を頑張って作りました（笑）



いろいろ慣れないコトで緊張しましたが、なんとか取材終了。

詳しくは雑誌をみてくださいね。

しばらく更新をサボってたので、最近のトピックをお知らせしときます。

【トピック１】家の前の樹木が伐採されてしまった・・

伐採というか枝が切られてしまっただけですが。

絶好の借景のひとつだっただけに、残念。

ま、左にみえてる巨木は手付かずなので一安心です。



【トピック２】WI-FIプリンタを購入

無線LAN対応のCanonプリンタを購入しました。

このプリンタはAndroidスマートフォンから直接プリントができちゃいます。すごくいい品です。

ちなみにプリンタ業界は年賀状商戦を踏まえて毎年10月に新機種を投入してきます。

なので、この8月9月が現行機種の在庫を処分するために価格がぐ〜んと下がります。

プリンタを買うならいまが買い時です！

【トピック３】スカパー！がやってきた

前から導入したかったスカパー！が我が家にやってきました。

オススメは

①ディスカバリー・チャンネル



②ナショナルジオグラフィック

の２番組です。宇宙の神秘とか、戦争兵器の特集など、男子には興味必見の番組をやってます。

最近はナイナイのバラエティ番組以外はキー局の番組を観なくなりました。

子供番組も豊富で、アンパンマンは毎日やってるので、子供にTVを占有されてしまいますがｗ

ま、そうゆうコトもあろうかと、しっかり準備しております（笑）

↑これはスカパー！HD録画に対応したネットワークストレージ「RECBOX」



簡単に言うとPCからもTVからも使えるネットワーク上のハードディスクドライブです。

PCからアップした動画をTVでみれるのはもちろん、スカパー！で録画した番組を、スカパー！

のチューナー

のない他のTVでも観れちゃいます。とうぜん、LANに接続している必要はありますが。

これで子供がアンパンマンをみてるときでも、RECBOXに録画したスカパー！の番組を別のTVで見

れるわけです。

非常に便利です！



台風襲来＋ワックス塗り

9月に入りました。台風12号が徳島を直撃しました。

家自体はビクともしないですが、菜園には大きな被害が出ました。

◆倒れかけのゴウヤ

※もう少しのところで耐えてくれました

※ゴウヤの実も落ちずに耐えてくれました

※今日も４個収穫できました。近くでゴウヤが不作の中、

我が家ではすでに40個近く収穫できてます！



我が家ではすでに40個近く収穫できてます！

◆ボロボロのネギ

※折れたのを全部刈り取りました

※ねぎ焼きにして美味しくいただきました！

それと、住みだしてそろそろ３ヶ月経過したということで、

ワックス塗りを少しずつ始めました。



◆床用ワックス

※これは意外とお高いです（笑）

18,000円くらいします。

◆建具＆木製サッシ用ワックス



※これは3,000円くらいとリーズナブル。

容器に取り分けて、塗りこんでいきます。

汗だくになりながら、作業してます。週末ごとにボチボチと

やっていきます。まだ２〜３割くらいしか進んでません（涙）

それはそうと、そろそろ涼しくなってきましたので、庭木を植えようかと

思ってます。９月中旬あたりに計画してます。

また、写真アップします。お楽しみに。



床のワックス塗り

しばらく更新をサボってましたm(＿　＿)m
仕事がチョー忙しくて、おまけに我が家は最近、週末になると忙しいのです！！

そうなんです！！

床のワックス塗り大作戦を決行してたのですぅ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜。

ま、そこまで大げさな話ではないのですが、、、、

部屋の中が↓こんなことになってましたｗ

ま、ただ散らかってるだけですね（笑）

今回はワックスというより煮酢のような液体です。

これだけで１万５０００円くらいするんです。

『木肌一番エコ』という商品です。

島出サンのトコで分けていただきました。

これは減りが早いです。これ一本を一回に使い切るようです。



水のような液体なので、ペンキのローラーでささっと伸ばして

あとは雑巾で染み渡すというカンジで塗っていきます。

１回塗って、５分くらい置いて、２度目の塗り。

これをすべての床にやっていきます。

【寝室】

【廊下】

【キッチン下】



【リビング】

休日ごとに少しずつやって、結局１ヶ月かかりました。

無垢の木にこだわったことで必要になるメンテナンス作業

ですが、これはこれで楽しいです。

で、そうこうしてるうちに夏が終わりましたねｗ

あっ、家庭菜園はどうなってるかな？？？といえば・・・・・・・・・・



キュウリやトマトは寿命を迎え、ゴウヤも終わりかけ。

そして、サツマイモの時代が到来してます。てゆうか、畑中がサツマイモの

ツルに占領されておりますｗ

ま、サツマイモの繁殖力は話に聞いて知ってたのですが

実際にみるとすごいですね。

あっ、最近夜になると、ヤツがやってきます。。。

黒い、、、、、羽の生えた、、、、、、、、、、

ヤツです。コウモリくんです↓

妻は怖がっていますが、写真をみるかぎりは可愛くも見えますけどね。

あとは、さみしいニュース。

お隣さんが商売をやめて立ち退かれてしまいました。

うちの家を建ててくれた岡田サンの知り合いでもある方でした。

さみしい限りです。



さぁて、いろんなことがたくさんあったこの夏ですが、

急に肌寒くなってきました。

秋が到来したことで、そろそろ庭木を植えようと計画中です。

明日、庭木屋さんと打ち合わせをします。

詳しくはまた今度、ご報告します〜〜〜〜〜〜〜



芋掘り

そろそろ１１月です。

朝は寒くなってきました。

我が家も掲載されてる『とくしまの家づくり』が発売されたようです。

岡田さんが持ってきてくれました。ま、自分でも買いましたがｗ

あと、子供の幼稚園の運動会がありました。



※本格的な阿波おどりを踊ります

あと、庭の畑に植えたサツマイモ掘りをしました。

こんなぼおぼお〜〜な状態だったのが、、、、、、

まぁ、、、なんとゆうことでしょう〜〜〜〜〜〜〜

こんなすっきりしましたぁ↓↓↓↓



いざ掘ってみると、、、



たくさんたくさん収穫できました！！

まだ半分しか掘れてないので、また来週に残りを収穫します。

あと、ワックス塗りの残り作業をやってました。

子供部屋です。

ひさしぶりにおもちゃ類をかたづけて、すっきりした部屋になりました。



あと、庭木のオーダーをしました。

メインの木はハナミズキ、どんぐりの木

目隠しとしてエメラルドを５〜６本

庭木屋サン、忙しいみたいでなかなか植えにきてくれないですぅ。。

ま、楽しみに待っときましょう。

また、報告します〜〜



庭木工事

11月に入りました。

今日は庭木屋さんが来てくれました。

◆エメラルド

※クリスマスには電飾をつけれます！

◆シラカシの木

※どんぐりの実が成ります

◆ハナミズキ



※春は赤い花が、秋には紅葉が楽しめます。

　今は枯れてるみたいですが（笑）

◆植樹完了

※周りにレンガを積んで装飾する予定です



※もう少し大きくならないとどんぐりの実をつけてくれませんね。

※北側には６本のエメラルドを植えました。なかなか迫力があります。

ところで、やっぱ南側はちと寂しいー。

ということで、実家に植わっているのをもらってこようと思ってます。

候補に入れた木を写真に収めてきました。

◆寒椿



◆ハナミズキ

◆？？？（名前がわからんー）



※山鳥がよく実をつつきにくるヤツなんだけど・・

◆山ツツジ

◆百日紅（サルスベリ）



◆椿（？）

ざっとこんなカンジです。

背の低くくて、横に広がるタイプの木がいいかな？と思ってます。

あと、いつの間にか実家で耕運機を買ってました。



※最近の耕運機はスポーティなフォルムしとりますね〜

落ち着いたら、庭木の移植をはじめます〜

また報告しますね。



花壇

勤労感謝の日です。

パパに感謝してくれぃ（爆）

さて、シンボルツリーとして植えたハナミズキですが

冬は落葉してさみしい限りｗ

ということで、いろんな色の花を植えようと思います。

半分は木を植えたときにやり終えてます。

今日は残り半分をやりました。ひじょーに寒かったｗ

まぁ、なんとゆうことでしょーーーーーー

すごい華やかになりましたね。

あと、親がやってくれたんですが（笑）

（だって、素人だからムリっすｗ）　→　言い訳・・



玉ねぎを１００個植えてくれました

意外に場所を取らないみたいです。畑のちょこっとしたスペースに収まってます

キャベツもすこし成長したみたいです↓

さいごに芝生ですが、だいぶ色が黄色くなってきました



住みだした当初は毎日水やりをしてましたが、もう

根も十分に張ってるらしく、季節も冬ということで

週１回で十分らしいです。

それに庭木には水やり不要とのことで

だいぶ手入れが楽になりました。

もう今年も年末が近づいてきました。

新居に来てそろそろ５ヶ月が経とうとしてます。

早いものですね。

そうそう、このPubooもそろそろ１周年ですね。

時間の経つのは早いものです。



実家のプチリフォーム

2012年の記念すべき１回目の執筆です。

Pabooでの執筆も１周年を迎えました。

今年もボチボチですが、更新をやっていきますので、ヨロシクです＼(^o^)／

さて、昨年末に岡田さんにお願いしていた実家のプチリフォームの模様をお送りします。

【Before】軒天がボロボロに・・

築20年以上が経ち、実家もさすがに老朽化が進んできました(^_^;)
雨風に晒されない裏庭のほうは、まだキレイ状態ですが

この機会に耐久性の高い建材に差し替えます。使うのは我が家でも

使った白い軒天用の建材です。



正月明けに、岡田サンが見積もり＆下見に来てくれました。

そして、まさに今日、実家に遊びに来てるですが

リフォーム工事が続いているようなので

早速写真を撮ってみました＼(^o^)／

◆プチリフォームなのに足場が組まれてました



◆正面２階部分

※実はこの窓はボクの部屋だったところです(*^_^*)

◆側面の１階部分



◆裏庭側の１階部分

◆足場撤去

※昼ごはんを食べ終わると、ちょうど足場の撤去が始まりました



※裏山に登って撮影しました（笑）

いずれも丁寧な仕事がされてました！

さすが島出さんにお願いすると、安心感があります＼(^o^)／

寒い中、ご苦労様でしたー(^O^)／

P.S. 今日はリアルタイムに更新ができました。

妻がデザリング対応のスマホに乗り換えたので、

ノートPCでWi-Fiデザリング機能を使ってネットに接続してます。

Wi-Fiルータの代わりになるので、非常に便利です。自分のスマホも

早くデザリング対応機種にしたいです。



突然の・・・・

ひさしぶりの更新です！

というのも。。。。。。。。。。

４月から東京支社に転勤になっちゃいました(・_・;)
単身赴任で西新宿のマンションで一人暮らししてます(´・ω・｀)

いまはちょー高層ビルで働いてます〜

東京都庁も徒歩で行ける距離にあります。

人生初の県外での一人暮らしが、、、よりによってこんな超都心になっちゃいましたｗ

月１回くらいは帰省するつもりです〜

GWということで、いまは帰省してます。

▼夏芝がだいぶ青くなってきました！



▼畑も２年目に突入！

ボクは管理できてないけど、親がメインでやってくれてます。

今年はじゃがいも、玉ねぎ、ナス、スイカ、ゴウヤ、オクラなど

主菜になる野菜を栽培してます。玉ねぎはそろそろ収穫時期です〜

西新宿にも石井のキョーエイくらいのスーパーはあるんですが

全般的に徳島より１０〜１５％くらい物価が高いです。

野菜は特に高い。肉より高いっていう感覚です。

慣れたきたら、東京の情報も発信していきます！！

（主旨が変わってきてるけどｗ）



GW突入〜

東京転勤となって、はじめてのGWです！

やっぱ徳島がイチバンです。

ボクが不在中にいくつか出来事があったので、ご報告♪

①突然のお宅訪問〜

我が家の隣接道路を散歩コースにしてるご夫婦が

我が家に興味を持ってくれたみたいで、我が家を訪問された

ようです。んで、こんな立派な手作りのドーナツをいただきました！

スローライフとか自然素材とかお好きな方は意外と多いんですね(*^_^*)
ちなみに、この方以外にも何組か知り合いで我が家に興味をお持ちの人

がおりまして、島出さんのところで建てるかもしれないようです(*^_^*)

このパブーの本も少しは役に立ってるようですねｗ

②立ち読みしてたら・・・ｗ



我が家がガッツリ掲載されてました(*^_^*)
たしかにLDKの写真は見栄えが良く、キレイに撮れてますねｗ

行楽イベントはこれからなので、また報告します〜



芝刈り機＆耕運機

2012年7月末、とくしまに帰省してます。

芝刈り機＆耕運機を購入したので、ひさしぶりに更新します！

わが家も２年目に突入し、芝の根も十分に張ってそろそろ短く刈ってやらないといけなくなりまし

た(*^^*)

てことで、クボタの営業マンにお願いして、↓を購入しました！

両親も加わり、使い方をレクチャーしてもらいました〜

カンタンに使えて便利ですぅｗ



鬱蒼と茂ってたところも刈ってみると、白く斑になってるんです！！

短く刈ってやることで、キレイに新芽が出てくるらしいです

去年は手で散水してたんですけど、今年は手抜きして

スプリンクラーを導入しました(^O^)



★★★★★ビッグニュースです(^O^)★★★★★★

３人目が生まれます！！！！！！！！！！！！

部屋が足りない・・・・・・・・ｗ

てか東京転勤やのにぃ。。。

いろいろ困った状態が続きます(-_-;)


