
L i v i n g  i n s p e c t i o n
我が家の快適　日和
緑豊かな住環境と木のやすらぎに
抱かれた、潤いの住まいに暮らす。

Informationi 住まいの最適な保険プランをご案内
　　　　　　　　スイートホームプロテクション＋地震保険
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北欧スイーツキッチン
北欧のおいしいお菓子⑰ ジンジャーブレッドハウス

Exhibition i 森と湖の国 フィンランド・デザイン

やざわしのぶさん第22話

P r e s e n t i フラワーコーディネータ高橋規子さんアレンジによる
　　　　　 　　バレンタインの「春のプリザーブドフラワー・ボックスアレンジ」
　　　　　　 　5名様にプレゼント！
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週末ハイキング案内
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室内空間がまるごと温かい

蓄熱式温水床暖房の魅力

WELL-DO Check!!

feature 特集

フェルト作家

北欧のクリスマスと冬の小物たち
冬 の イ ン ド ア ラ イ フ の 楽 し み―――

Ovejita



ワイヤーハンガーを土台にします。ペン
チを使って丸になるように形づけます。

（リースを小さくしたい場合は、サイズに
あわせて、途中で不要なワイヤーをカッ
トし、つなぎあわせてください）

ユーカリを３本～５本づつ小束にまと
めます。

ワイヤーハンガーの上に紐（ワイヤー）
でとりつけます。

feature特集
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フラワーコーディネータ高橋規子さん
アレンジによるバレンタインデーの
「春のプリザーブドフラワー・ボックスアレンジ」を5名様にプレゼント！

読者プレゼント！

詳しくは裏表紙のプレゼントコーナーをご覧ください。ご応募お待ちしております。

日照時間が短く、寒さの厳しい冬の北欧では、自ずと温かく快適な室内で過ごす時間が長くなります。

そこで家具やインテリア、照明などのデザインに凝ったり、楽しい空間づくりの工夫にも溢れています。

クリスマスの装いとともに、インドアライフを楽しくしてくれる北欧の小物たちをご紹介しましょう。

Window Trees

Adventljusstake Adventsstjärna
アドベントシャーナアドベントユーススターケ

冬 の イ ン ド ア ラ イ フ の 楽 し み―――

断熱性に優れた北欧の住宅では、窓辺は

とりわけクリスマスの演出で欠かせないス

ペースです。キャンドル、照明、オーナメント、

小物などで、思い思いに彩られた家々の窓

が道行く人の目を楽しませてくれます。

クリスマスツリーはヨーロッパモミ

やドイツトウヒなどの永遠の命を

象徴する常緑樹（エバーグリーン）

が用いられ、”知恵の樹”として

幸運をもたらすとされています。

窓辺の演出

クリスマスまでの4週間、4本

のキャンドルを並べたアドベ

ントの燭台に1本ずつ順番に

火を灯してゆくアドベント（降

臨祭）で知られる伝統行事。

キャンドルをかたどった照明

として一般的なものが、7本

の山型キャンドルランプで、

家々の窓辺をあたたかい光

で灯しています。

アドベント初日から窓辺に吊るす星型ランプシェード。

やわらかな光でスウェーデンのクリスマスを彩ります。

アドベントユーススターケとともに

クリスマスの大切なシンボルです。

Starlightz

Starlightz Bianco
φ600mm×D200mm・紙製（組立式）
専用コード・電球別売　￥4,410（税込）

Starlightz Norah Sand
φ600mm×D200mm・紙製（組立式）
専用コード・電球別売　￥5,250（税込）

Lovi Christmas Tree 
Ｓ H300mm ￥9,870（税込）・Ｍ H600mm ￥18,900（税込）
Ｌ H1200mm ￥75,600（税込）
・ツリー用オーナメント（Sサイズ）φ17mm・8個入 ￥1,680（税込）
・ツリー用オーナメント1個φ40mm・1個 ￥1,365（税込）
・ツリー用オーナメント1個φ60mm・1個 ￥1,680（税込）

http://starlightz.jp/

クリスマスツリー

フィンランド産のバーチ材を組み立てて作るロヴィの
クリスマスツリー。フィンランドでバーチ（白樺）は縁起の
良い木とされ「幸せの贈りもの」として喜ばれています。 
パッケージはグリーンディングカード仕様なので
贈り物にも最適。

白樺のクリスマスツリー

北欧のクリスマスシーンを演出する
ラッセントレー人気のオーナメント。

木にニットを上手くあしらった
小さな姿は温かみがあって
何とも愛らしい。

Larssons Tra トムテのオーナメント

http://www.lovi-jp.com/

フィンランドのデザイナーのAnne 
Paso（アンネ・パソ）によって2006
年に設立されたlovi（ロヴィ）。白樺
の木を組み立てて作る様 な々オブ
ジェは斬新かつ温もりのあるコミュ
ニケーションツールとしても優れて
います。売上の一部は環境・エコ
活動にも役立てられています。

lovi
ロヴィ

ロイヤルコペンハーゲンでクリス
マスオーナメント制作し、クリスマ
スディスプレイを担当。その後もホ
ルムガードやジョージ・ジェンセン
など数々のブランドで活躍。2006
年、ノルディックリビング社を設立。
詩的な世界感を繊細に表現した
数々の作品で知られている。

Jette Frölich
イェッテ・フローリッヒ

クリスマスツリーの由来は諸説あり
ますが、そのひとつとしてドイツの
古い信仰に、そのルーツを垣間み
ることができます。災いから村を守
り幸せを運んでくれる小人に、でき
るだけ永く留まってもらえるように、
花や食べ物をもみの木に飾るよう
になった、というのが始まりだとも
言われています。

クリスマスツリーの
始まりは

Larssons Trä
Christmas Ornament TOMTE

（Gray・Red） 
H33mm（天然木・アクリルニット）
各￥420（税込）

白樺の木にシンプルに
ペイントされた赤い鼻が
特徴的。素朴で愛嬌の
ある表情が魅力。

Larssons Trä
TOMTE med band
H77×W27×D32mm・白樺
￥945（税込）

http://www.larssonstra.se/

Lisa Larson
skating TOMTE 
H105×W95×D135mm・陶器

（キャンドルホルダーとして使用可）

sledding TOMTE 
H104×W55×D110mm・陶器 
TOMTE 
H150×W70×D100mm・陶器 
各￥7,350（税込）

スウェーデンを代表する陶芸家
Lisa Larsonの素朴でユーモラスな
クリスマスオブジェ。

トムテのオブジェ

フィンランドのクリスマスには欠かせない妖精トントゥ。aarikkaのトントゥは
白樺の木がベースで、ひとつひとつがハンドメイドです。赤いフェルトの三
角帽子に愛らしい表情が魅力。
きっと贈り物としても喜ばれるでしょう。

トントゥのオブジェ

とんがり帽子をかぶって髭をたくわ
えたスウェーデンの妖精トムテ。農
場を守ってくれるだけでなく、家畜
の世話をしたり、家族に幸運をも
たらしてくれることもあります。トムテ
がいる家は、収穫が良くなったり、
家畜が良く育つと言われています。
ノルウェーやデンマークではNisse

（ニッセ）、フィンランドではTonttu
（トントゥ）呼ばれています。

Tomte トムテ

太陽の誕生を祝し、豊作祈願が
込められた「ヒンメリ」。麦わらを
使ってつくられた素朴な伝統装飾
は、1000年近い歴史を持ち、この
時期、フィンランドの家庭やお店
のディスプレイとしてよく飾られて
います。正八面体を基本とした幾
何学的なその美しさは、モダンな
フィンランドデザインの原点といえ
るのかも知れません。

Himmeli ヒンメリ

1946年創業のスウェーデン老舗
インテリアメーカー。高い技術力で
多くの木製インテリアを製作して
います。とくにクリスマスアイテムは
素朴で温かみがあるシンプルなデ
ザイン、豊富なアイテムで人気が
高く、国内はもちろん海外でも広く
愛されています。

Larssons Trä
ラッセントレー

Keramikstudion Gustavsberg

Lisa Larson
ADVENT TOMTE 
H125mm×W60mm×D55mm
陶器（キャンドルホルダー付）
￥8,400（税込）

木の温かみとモダンデザインが調和した
単独でも組み合わせても
楽しいサンタのオブジェ。

Larssons Tra サンタのオブジェ

Larssons Trä Totem Santa
W・D45mm・ブナ材（単体でも組み合わせても楽しい）
Ｓ H127mm ￥1,890（税込）・Ｍ H180mm ￥2,100（税込）・Ｌ H233mm ￥2,310（税込）

Rörstrand

S1個・M2個・L1個を
組み合わせてみると→

Ornamenttomte

WreathChristmas

トムテのオーナメント

丸葉ユーカリの

シンプルリース
クリスマスを過ぎても飾ることができる「ユーカリ」をつかった

シンプルなリースをご紹介します。ユーカリの葉には防虫・

消臭効果があり、古来より薬草として利用されてきました。

丸葉ユーカリをはじめ、グニユーカリ、ひば、ヒムロ杉など、

ドライになりやすいグリーンでも代用できます。

北欧ペーパークラフト

星のオーナメント
クリスマスを彩るオーナメントを少しの時間と手間をかけて、

折り紙感覚で手づくりしてみませんか。北欧では白樺や装

飾をほどこしたものも出回っていますが、ここでは扱いやす

い紙で使る手づくりオーナメントをご紹介します。馴れてくれ

ば、布や木の皮などで作ることも可能です。

●ワイヤーハンガー、もしくは木の土台のリース
●ユーカリ（フレッシュ、ドライ、プリザーブドフラワーも可）
　フレッシュの場合、5本～10本程度
●麻ひももしくは＃26ワイヤー
●松かさなどのオーナメントやリボン

材　料

作り方

① ② ③

最後下の部分は自然に重なるように
ユーカリの葉を上に向けながら取り付
けます。

オーナメントの松かさは、芯の部分に
紐をからませて、くいこむ形で紐をとり
つけます。2ヶ所につける場合は、対角
線上に松かさを配置するとバランスが
取りやすくなります。

蝶々結びのリボンの位置は、真上に
すると正統派に。真下につけてリボン
の足を長くしてもおしゃれです。
変化をつけたい場合は、ちょっと斜め
上につけても素敵です。

木製ドアとの相性もバッチリ。

下半分まできたら、
反対側にも上から
同じように
取り付けます。

ユーカリが重なるようにつづけて取り
付けていきます。（生の葉を使用する
場合は、ドライになった際に葉が縮ん
で小さくなるため、より間をつめて取り
付けます）

④

⑥

⑤ ⑦

■リース制作／フラワーコーディネータ高橋規子
　http://www.pua-pua.com

ここではわかりやすいように2本づつ色を変えてあります。
帯状にカットした紙をそれぞれ半分に折ります。作りやすいようにそれぞれ先端
を斜めにカットし、交互に組み合わせて井型セットします。
全体を中心に寄せます。（写真②）

二重の帯の
上一枚を4ヶ所
A→B→C→Dの順
で折り返します。

Dを重ね合わせるように下向きに折り目をつけます。
（左写真）
Dを先端からAの下に通します。（写真⑥）
同様にA・B・Cも⑤⑥の手順で行います。（写真⑦参照）

帯の一本をひねりながら
反時計まわりにループ状に
して、上に持ち上げた隣の別色
の帯の下をくぐらせます。（右写真）

⑦までの
仕上がり状態。
裏返します。

（左写真）

裏面も⑤～⑦
の手順で
表面同様の
作業を行います。

●紙（やや厚手ではりのある紙質）
　幅15mm×長さ400mmの帯状に
　カットしたもの×4本
●ひも（テグス）
工具●カッターナイフ●ハサミ
　　●キリ（1～2mm程度の穴をあけるため）

材料

③の工程で
最後のDは
最初のAの下に
通します。

他の3本も⑪同様に
反時計回りの順で
行います。
仕上がりの状態。（上写真）

裏返して、
表面同様に
⑪～⑫
作業を行います。

仕上がりの状態。
余分な帯の部分はキレイに
三角形のパターンに添って
はさみで切り落とします。

最後に穴をあけて、ひも（テグス）を通し
たら、出来上がり。窓辺やツリーのオー
ナメントとして活用してください。

⑨までの仕上がり状態。
ひっくり返して表面に戻します。

クリスマスリース

OrnamentJetteFrolich
イェッテ・フローリッヒ・オーナメント

元 は々家の中を守る魔除けの意味と麦の穂、ブドウ、松ぼっ

くり、リンゴなどに豊作の願いを込めて、ドアに飾られるように

なったのが始まりとされています。その後、キリスト教の影響

から宗教的意味が込められ、伝統的なクリスマスリースが

形づくられました。

折り返したところに
2本とも通す

A

C

D

B

A

①

④

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

② ③

D

山折り

A D

A D

D

A D

D

A

D

A
D

D

A

B

B

C

http://www.aarikka.com/

1954年創設のaarikkaは、ジュエ
リーからギフトまで250種類以上の
幅広いアイテムを手掛けるフィン
ランドを代表するブランド。白樺か
ら丁寧に加工された温かみのある
品揃えが魅力です。とくにクリスマ
スキャラクターのトントゥは世界各
地で人気ものです。

aarikka
アーリッカ

http://www.tuliniekka.fi/

フィンランドのデザインキャンドル
メーカー〈トゥリニエッカ〉。独特な
色使いとデザイン、あかりを楽しむ
ための装飾的アイデアに溢れた
製品を数々送り出している。

（日本での販売は未定）

Tuliniekka
トゥリニエッカ

https://brinknordic.dk/

高品質なガラスオーナメントを手
掛ているデンマークのブリンク社。
アンティークな風合いと洗練され
たデコーレーション、高度な加工
技術によってエレガントな雰囲気
を醸し出しています。

BRINK
ブリンク

aarikka
Tonttu Table Decoration
H90mm～・白樺・フェルト
￥2,310～（税込）

BRINK
Diamond Egg

（White shiny）
H130mm・ガラス
￥3,045（税込）

Arctic Stars Silver
φ35mm・鉄・4個セット
￥1,785（税込）

Dancing Fairies（S）
H85mm×W90mm・紙・2個セット
￥1,995（税込）

Candleキャンドル ゆったりとした時間を過ごす

ために北欧の冬には欠かせ

ないキャンドル。温かみのあ

る光は、北欧照明デザインの

原点でもあり、職人による手

づくりから、デザインセンスに

溢れるものまで種類も多彩。

冬の夜長をやさしく心地よく

演出してくれます。

フィンランドの自然豊かな町モウヒ
ヤルヴィの養蜂職人・ペソネン氏
の手により、ひとつひとつ
手作りされた
蜜ろうのキャンドル。
自然そのままの
温もり溢れる
キャンドルです。

蜜ろうのキャンドル

Tuliniekka
Nauhakynttilät
φ40mm・燃焼時間3.5H €5.95

Mehiläis vaha kynttilä
Beeswax Candle
H48×W40×D38mm・燃焼時間5H 
￥1,680（税込）

6個が1本のリボンで
つながったリボンキャンドル。
装飾的で色彩豊か表情は
火を灯さなくても美しい。

Tuliniekka
Järviroihu（oranssi）
φ180mm・1000g・燃焼時間15H
€13.00

直径18cmの大きな
フローティングキャンドル。

イェッテ・フローリッヒが

誘う繊細で詩的な世界。

Flower Stick 
with hearts
H300mm・鉄・4個セット
￥1,785（税込）

徹底的にディテールにこだわった
透明感溢れる妖精のオーナメント。

小さな星型のオーナメント

クリスマスハート型の
ゴールド・フラワースティック。

北欧のクリスマスと冬の小物たち
サンタクロースの
ルーツは北欧？
サンタクロースは4世紀ごろの小ア
ジア（トルコ）の司教・聖ニコラウス
がモデルとされていますが、北欧神
話に登場するオーディンやトールが
その原形だともいわれています。
冬至の祭の際に、トナカイが引くソ
リに乗って贈り物を運んできてくれ
たのだとか。ちなみに国際サンタ
クロース協会の本部はデンマーク

（グリーンランド）にあります。

紙のシェードに灯る柔らかでやさしい光。
ドイツ製の星形照明はこの季節、
まさに窓辺の星となる存在感ある間接照明です。

Odin Thor

完成
穴開けの位置

DをAと平行に
後ろへ山折り。
さらに右方向へ
折り返します。（右写真）
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■敷地面積／341.79m2（103.39坪）

■延床面積／161.67m2（48.89坪）

■1階面積／  82.18m2（24.85坪）

■2階面積／  79.49m2（24.04坪）

■小屋裏面積／  29.81m2（  9.01坪）

■構造／2×6壁工法、2×8屋根工法

●お問い合わせ／ジューテックホーム（株）　      0120-206-244

H o u s e  D a t a

緑豊かな環境に調和した

やさしい住まいの表情。

奥さまがとくにこだわったところがキッチンと家事

ルーム。キッチンのスムーズな動線、ゆったりとした

カウンターのオープンキッチンで、気持ちよく調理が

できて、家族とのコミュニケーションも円満に。わず

かな時間でもすぐに使えて便利――とキッチン脇

の家事ルームが奥さまのお気に入り。キルトや裁

縫などの趣味を活かして、カーテン、クッション、ラン

チョンマットなども手作りだ。また近い将来に大容

量の太陽光パネルを設置予定なので、屋根形状を

考慮し、すでに配線の工事も施されている。ライフ

　

スタイルに即し、将来を見据えた住まいづくりによっ

て、快適とともに住まいへの愛着も生まれてくる。

ライフスタイルを満たして、将来をも見据えたアイデアと気配り。

L i v i n g  i n s p e c t i o n
我が家の快適　日和

3

自然に恵まれた環境で子供たちを育てたいという

想いから、住まいづくりを始めたTさんご夫妻。その

想いを叶えるために、断熱性や蓄熱式温水床暖房

など快適でエコロジカルな住まいづくりで定評の

あるジューテックホームに依頼したのは自然な流れ

だったという。できるだけ庭を広くしたいとう希望を、

限られた敷地の中で可能な限り建物を北面にずら

すことによって実現。木製3層ガラスサッシは庭の

緑にも調和し、芝生と室内の間に配したウッドデッ

キがより開放感を演出。ナチュラルでゆったりとし

た住まいに、家族の会話も弾む。

木のテクスチャーを活かした

明るく快適な室内空間。

無垢材をふんだんに使った内装と家具がアースカ

ラーで調和した室内空間。良質の木材と施工技

術によって、年数を経ても反りや曲がりが生じない

ように配慮されている。リビング・ダイニングは天井

高2.7mのハイパネル仕様にすることで、よりゆっ

たりとした空間に仕上っている。さらに見逃せない

のが、ロフトや玄関脇収納、主寝室のウォークイン

クロゼットなどの収納スペース。家族それぞれの

趣味を妨げず、お子さまの成長にも配慮された、

余裕ある収納力も自慢だ。

緑豊かな住環境と木のやすらぎに
抱かれた、潤いの住まいに暮らす。

千葉県 T邸
F a v o r a b l e  E n v i r o n m e n t  &  G e n i a l n e s s

緑豊かな落ちついた環境、広 と々した芝生の庭に佇む瀟洒な外観。

木質感を大切にした内装と家具が調和し、アースカラーに統一された室内空間。

ぬくもりとやさしさに抱かれた機能的な住まいが、暮らしを心地よく包み込み、家族の笑顔が溢れる。

ゲストルームとして活用される和室は木製サッシとの相性もバッチリ。
収納棚にも馴染んで、すっきりとした印象に。

オープンキッチンは、広 と々奥行きあるのキッチンカウンターで調理も
ゆったりとスムーズに

玄関脇には回遊式の大型収納スペースを確保。
玄関まわりもすっきりキレイに。

天井高2.7mの広 と々したリビング・ダイニング。
木の上質感漂う心地いい空間は家族の憩いの場所。

ワイドな洗面化粧台は、家族がみんなで使用できるゆとりの広さ。

寝室や子供部屋には極力家具を置かず、ゆったり感と清潔感を重視。

芝生の緑が鮮やかな200m2を超える庭。
ウッドデッキなどの外構工事はご主人の
ハンドメイドによる力作。

家事ルームから生まれたカーテンやクッションなどが住まいを彩っている。
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田京駅
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●淡島

葛城山・発端丈山ルートマップ ↑長岡IC・沼津IC
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源氏山

伊豆長岡温泉
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住本寺
●

展望台

パノラマパークの
駐車場

益山寺まで
往復約20分

雑木林の急な下り
凍結時はとくに
足元に注意

開けた頂上からは
駿河湾・富士山の
眺めがいい

源氏、あやめ御前
ゆかりの地
七福神めぐりでも
知られている

●

みかん畑の間を
長浜方面へ下る

トンネルに
入らず左の
脇道へ

●
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台

駿河湾・淡島の
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城山まで往復約70分

潅木林の
急な登り

三
津
シ
ー
パ
ラ
ダ
イ
ス

狩
野
川

北欧スイーツキッチン
北欧でジンジャーブレッドハウスはクリスマスで欠かせないお菓子。
チョコやキャンディー、クッキーなどで飾り付けされた、まさにお菓子の家です。
世界にひとつだけのオリジナルを作ってみませんか。

〈生地〉
Ａ・小麦粉
　・ジンジャーパウダー�
　・シナモンパウダー
　・オールスパイスパウダー
　・ベーキングパウダー�
　・塩
・無塩バター
・きび砂糖
・モラセス（または黒蜜）
・卵

〈アイシング〉
・粉砂糖
・卵白
・レモン汁

〈飾り〉・お好みのお菓子

350g
大1
小1

小2/3
小1
小1

120g
70g
45g
1個

　
100g
適量
少々

　人気作家として展覧会やイベントなど

で全国各地を訪れる機会も多いやざわ

さん。そんな展覧会旅行も楽しみのひと

つだ。作家としての原点であり、きっかけ

を与えてくれた旅。だから今も、その土

地土地での様 な々出会いを大切にして

いる。多くの感動や発見とともに、旅で

感じたことが作品づくりにも活かされて

いる。いずれは海外へも足を伸ばして、

さらにいろいろな人に作品を披露する機

会が持てればと、夢も語ってくれた。

　最近はフェルトだけでなく、リネンやシ

ルク、ニットなど、素材にも変化と拡がりを

みせる作品。いずれにしても自然へ想い

が込められた温かみと心地よさが、多く

の人 に々愛されている理由だろう。繋・

結・絆…など、とかく人の関わり合いを意

味する“糸”の文字。フェルトを通して、

つながってゆけることを大切にしていたい

というやざわさん。この冬に、そんなほっ

こりとこころを温めてくれる作品に触れて

みてはいかがだろうか。

■今後の展示スケジュール

●2012年末-2013/2頃
　海猫堂（千倉・道の駅ちくら潮風王国内）
　8:00～17:00（水曜休）
　tel.0470-43-1039
　http://uminekodo.blogspot.jp/

●2013/2/20-3/10 おくりもの展
　ギャラリー元浜（岐阜市）

●2013/3下旬
　ギャラリー山帰来（福岡県久留米市）

展示スケジュールは随時更新されています。
詳細については、Ovejitaのサイトでご確認ください。

http://www.ovejita-fieltro.com/
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恐れ入りますがアンケートにご協力ください。
［プレゼント応募ハガキ］

■現在お住まいの居住形態は。
　□一戸建て　□分譲マンション
　□賃貸一戸建て　□賃貸マンション　□アパート
　□その他（　　　　　　　　　　）

■現在の間取りは。
　□1ルーム　□1DK　 □1LDK　□2DK　 □2LDK　
　□3DK　　 □3LDK　□4DK　 □4LDK　□5LDK以上

■現在住宅の購入をお考えですか。
　□すでに購入している　　□2～3年以内に購入予定
　□時期は決めてないが予定している
　□予定はないが、いずれ購入したい
　□購入の予定はない

■購入を予定されている方にお尋ねします。
　●どんな住宅をお考えですか。
　　□注文住宅　　□建売住宅　　□マンション　　□リフォーム　
　　□リゾート・セカンドハウス　□その他（　　　　　　　　　　　　）
　●住宅の購入に際して特に重視する点は？（複数選択可）
　　□耐久・耐震性　□居住性　□デザイン　□健康・環境性能　
　　□内装・設備　　□立地・環境　□間取り　□省エネ　
　　□外観　□採光　□収納　□キッチン　□バスルーム　□リビング
　　□アフターメンテナンス　□価格　□その他（　　　　　　　　　）
　●以下の仕様や設備についてどのようにお考えですか。
　　・耐震構造　（必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）　
　　・床 暖 房 　（必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）
　　・ハウスシック対策（必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）
　　・オール電化 （必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）
　　・バリアフリー（必須・あった方がいい・どちらでもいい・必要ない）

■高性能住宅ジューテックホームの資料、イベントのご案内など、
　お得な情報をお届けいたします。
　□希望する　　□希望しない

ご協力ありがとうございました。2013W

個人情報保護シート

個人情報保護シート

フェルト作家やざわしのぶさん第22話

人がいて、そこに住まいがある。仕事と余暇、そしてこだわりのライフスタイル。
そんな暮らしの情景を訪ねる――悦楽時間への旅。

●東京都生まれ。
●1992-1994年  セツモードセミナーにて学ぶ
●1995-1996年 東京テキスタイル研究所にて、
　糸づくり等を学ぶ（ハンドメイドフェルトに出逢う）

●1997年
　グループ展にて初めてフェルト作品を発表
●1998年  千葉県房総半島に移住

●2003年  Ovejitaとして本格的に活動開始

●2010年  
　海の近くに移り、自宅にアトリエを構える

＊年数回の個展をはじめ、コラボレーション展、
　企画グループ展など、展示を中心に活動中
　他、各地のクラフトフェアにも出展

作品づくり・展覧会・自然・植物など、柔らかに綴られた

●やざわしのぶさんのオフィシャルサイト
http://www.ovejita-fieltro.com/

＊協力／自然焼菓子工房roco

美を見いだす鋭い感性、布に映し出す

表現力によって導き出されている。ときに

はカラフルに、ときにはシックに描き出され

る色模様は、さながらストールや小物など

の布に生命が舞降りてきたようでもある。

　東京に生まれ育ち、幼い頃からずっと

自然への憧憬を抱いていたという。海外

を旅するうちに、その想いはさらに強まり、

田舎暮らしに憧れ、14年前に東京にも

程近い房総に移住。2年前に海のそば

に移りアトリエを構えた。創作のインスピ

レーションも高めてくれる海と山に抱かれ

た自然豊かな環境で、創作の傍ら海岸

を散歩したり、植物を観察したり――。

そんなスローな暮らしの中から大らかでぬ

くもり感のある作品が仕上げられてゆく。

　昨年の震災では少なからず心を痛め

たというやざわさん。震災直後は作品づ

くりが手につかない時期もあった。それを

救ってくれたのは、愛用者から届いた一

通の手紙。「マフラーのおかげで寒さを

しのぐことができました――」震災の日、

帰宅難民になって何時間もかけて歩い

て帰宅したことが綴られた丁寧な礼状

だった。つくり手として、これほど勇気づ

けられ、うれしいことはないだろう。それは

単にあたたかいだけではない、きっと作

品に込められたやざわさんの思いが伝

わったからに違いない。ひとつの作品を

通して、つくり手と使い手のつながりを感

じさせる心暖まるエピソードだ。

　羊毛から形成された柔らかな風合い

が魅力のフェルト。羊毛からフェルトを自

在に形づくり、彩り豊かな息吹を与える

フェルト作家のやざわしのぶさん。ウール

やシルク、リネン等の生地に、羊毛や糸を

絡ませた斬新で独自の作風は、布に描

かれたアートのような絵心を感じさせる

作品だ。セツモードセミナーで油絵を描

いていたことが、やはり創作にも活かされ

ている。そして織物体験教室をきっかけ

にして、布という新たなキャンバスを手に

することになる。

　20代半ばにアジア各地や中南米を旅

して、その土地土地で出会った様 な々民

族衣裳や織物に大きな影響をを受けた

というやざわさん。フェルトという皮膚感

覚にも近い自由な素材との出会いによっ

て、その創作意欲にさらに火がついた。

やざわさんは自らの創作について、「油

絵を描くような感覚」だと語る。植物や海

の生き物などの身近な自然のモチーフを

繊細かつ大胆に布に刻み込んでゆく。

それは自然や植物を慈しみ、内包された

　

材　料

　　　　　　　　　❶室温で柔らかくしたバターを泡だて器で白っぽくなるまで撹拌し
　　　　　　　　　　きび砂糖、モラセスを加え、さらにふわっとするまで混ぜる。
❷卵を溶いて2～3回に分けて加え、そのつどよく混ぜる。
❸Aを振るい合わせ、1/3をよく混ぜたらヘラに変え2～3回に分けて混ぜる。ひとまとめ
　にして冷蔵庫で一晩寝かせる。
❹めん棒で生地を5mmくらいの厚さに伸ばして家のパーツをくり抜いていく。
❺クッキングシートを敷いた天板にのせ180℃で約15焼く。焼けたら網にとって冷ます。
　　　　　　　　❻〈アイシング〉粉砂糖に卵白を少しづつ加えながら混ぜ、泡だて器
　　　　　　　　　ですくって「の」の字がかける程度の固さになったら、レモン汁を
　　　　　　　　　2～3滴加えてさらに混ぜる。絞り袋などに入れて、⑤のクッキー
　　　　　　　　　の接着面に塗り、家の形に組み立てる。さらに残りのアイシング
　　　　　　　　　で屋根や窓・ドアを思い思いにデコレーションする。

（2軒分）

Weekend Hiking   Winter

葛城山・発端丈山
  Katsuragiyama452m   Hottanjoyama410m

＊週末ハイキング案内＊

伊豆半島の北西部に小さく突き出した葛城山

と発端丈山。いずれも標高500mに満たないも

のの、空気の澄んだこの時期、駿河湾から美し

くせり上がる富士山の眺望には一見の価値が

ある。富士が眺められる山は数多くあるが、弧を

描く駿河湾越しの秀麗な富士山ここならでは。

今回は葛城山の頂上までロープウェイを利用し

富士を眺めながら駿河湾へ下るコース。歩行時

間も短く、とくに危険なところもないので家族で

楽しめる。前日に頼朝ゆかりの源氏山七福神め

ぐりを楽しんで、伊豆長岡周辺の温泉に宿泊し、

翌早朝から葛城山と発端丈山に登り、さらに三

津浜シーパラダイスに立ち寄るプランは、子供連

れにおすすめ。富士山の眺望、温泉、歴史散策、

そして海の幸とまさに盛りだくさんのコースだ。

●かつらぎ山パノラマパーク Tel.055-948-1525〈運行時間9：00～16：10（下り最終16：40）＊冬季10/16～2/15の時刻
　ロープウェイ料金／片道：大人700円、子ども350円（往復：大人1,300円、子ども650円）〉　http://www.panoramapark.co.jp/
　＊頂上施設として展望デッキ、絶景富士見の足湯、ミュージアムショップ、みはらし茶屋など。
●三津シーパラダイス Tel.055-943-2331〈9：00～17：00（最終入場16：00）・入場料金／おとな1,900円、4才～中学生950円〉
　水族館やイルカ・セイウチなどのショー、イベントなども。http://seapara.jp/
●伊豆の国市観光協会 Tel.055-948-0304　http://izunotabi.com/
●伊豆長岡温泉観光ナビ Tel.055-948-1666〈9：00～17：00〉http://izuspa.com/

5

●オレンジのストール〈春の展示のための
　コットン＋ウールの「クサバナとヒカリ」〉

●ストール3枚〈インドでみかけた移動遊
　園地を想い名付けられた「circus」〉

●海外を旅していた時のひとこま
　〈インド（ラジャスタン地方）の砂漠にて〉

●10年近く一緒に暮らしている多肉植物。
　今年初めて花が咲きました！

室内空間がまるごと温かい
蓄熱式温水床暖房の魅力

WELL-DO Check!!

冬のエネルギー消費の大きな割合を占める暖房。蓄熱式温水床暖房は、

単に温かいだけでなく、安全で安心、さらに省エネ効果も高いのが特徴で、

これからの暖房システムに求められる暖房効率＋健康性能＋安全性＋メ

ンテナンス性のすべて備えた、次世代型の暖房システムとして注目されて

います。高気密・高断熱構造によって、その

メリットはさらに高められます。これから住宅

建築ならびに改装をご予定されている方は、

ぜひご検討ください。

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

●蓄熱式温水床暖房に関するご質問・ご相談は、
　ジューテックホーム株式会社までお気軽に！

Access＞　伊豆箱根鉄道・伊豆長岡駅⇒〈伊豆箱根バス約0：15〉⇒伊豆の国市役所

　東名高速道路・沼津IC⇒〈国道1号線・136号線・伊豆中央道経由約0：40〉⇒長岡IC
※車利用の場合は伊豆の国パノラマパークの無料駐車場利用。（帰路は三津シーパラダイスから伊豆の国市役所までバスで戻る）

Course time＞〈伊豆の国パノラマパークロープウェイ約0：07〉葛城山山頂→1：10→益山峠
（益山寺往復0：20）→0：30→発端丈山→0：20→展望台→0：50→住本寺（長浜）→0：10→

三津シーパラダイス⇒〈伊豆箱根バス約0：25〉⇒伊豆長岡駅［　約0：15⇒伊豆の国市役所］
total＞3時間00分（休憩を含まない歩行時間）＊ゆっくり歩いた際の参考タイムですが、お子さま連れの場合や体調などによって変わります。

北欧のおいしいお菓子⑰ジンジャーブレッドハウス

作り方

Pepparkaka Hus

❺

→ →→

土台／ココアのクッキー、もみの木／抹茶のクッキー、雪／粉砂糖、
屋根／クリスプブレッド・フルーツグミ、小道／コーヒーチョコ

壁を作る 屋根をのせる

●空気を汚さず、乾燥させない
排気や温風による対流が生じないため、空気を汚さ
ず、細かいチリやホコリを巻き上げることもありません。
常にクリーンで安心な空気環境が保たれます。

●遠赤外線効果で身体の芯からぽかぽか
自動制御によって室温は常時20～23度に保たれ、身
体の芯から暖めてくれる遠赤外線効果で身体が内側
からぽかぽかに。

●室内温度のバリアフリーを実現
部屋単位ではなく、建物をまるごと温めるので、ヒート
ショックのない快適な室内空間を実現します。1階全
面が標準仕様、2階・3階にも設置可能です。住まい
の構造・スタイルに応じて、臨機応変に対応します。

●耐久性に優れ、メンテナンスも容易
継ぎ目のない架橋ポリエチレンパイプを採用し、腐食
の心配もない堅牢な防湿・耐久施工。耐重量強度
においても優れた特性を持っています。床下に専用
出入口を設置していますので、メンテナンス性にも優
れています。

●長期優良住宅に対応
長期優良住宅にも対応していますので、減税や住宅
ローン金利などで優遇されます。

●ムラやムダのない優れた暖房効率
24時間タイマー制御によるムダのない運転、蓄熱式
なので運転時間も短く、従来の暖房システムに比べ
て、約1／3～1／5のコストを実現。お財布にも、環境
にもやさしいシステムです。

●火災の心配のない安全設計
温水を循環させることによって温めているので、火災
の心配もなく安心です。

●ガス・灯油・電気の3タイプをご用意
熱源はガス・灯油・電気いずれにも対応しています。
お住まいやお好みに応じてお選びいただけます。

Ovejita

葛城山からの眺め

城山

展望台から淡島を望む 葛城山から駿河湾方面

95mm

90mm

85mm 50mm 50mm

60mm

●壁2種×2枚
●屋根2枚

屋根

屋根

壁壁

壁 壁

70mm

継なぎ目のないシームレスを採用
（架橋ポリエチレン温水パイプ）

蓄熱式温水床暖房のメリット

1階全面（標準）
2階・3階にも設置可能



●スイートホームプロテクション（ホームライフ総合保険）

保険の対象に損害があった場合に、新築費・新品価格で修理費・

復旧費用をお支払いできること〈安心の「新価（再調達価額）実

損払方式〉が特徴です。建物・家財の補償に加え、日常生活を取

り巻くさまざまなリスクをまとめて補償することができます。オール電

化住宅割引、発電エコ住宅割引など、さまざまな割引をご用意。

●地震保険

火災保険では補償されない地震もしくは噴火またはこれらによる

津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた

損害を補償（火災保険にセットでのご加入）します。ご契約金額は

建物、家財ごとに、火災保険のご契約金額の30%～50%の範囲

内で設定できます。建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度。

建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引

などの割引制度もあります。

ＡＩＵ保険会社は「損害サービスに対するお客さま満足度調査」に

おいて、9割以上のお客さまに満足と高い評価を受け、もしもの際

のサポート体制も万全です。永く安心してお住まいいただくために、

そして大切な資産を様々な災害から守るために、安心でオトクな保

険プランをお役立てください。

お住まいの火災保険や地震保険にこれからご加入になられる方は

もちろん、既にご加入の方も、ＡＩＵ保険会社の代理店として実績あ

るジューテックホーム株式会社が、最適な保険プランをご案内させ

て頂きます。お気軽にご相談ください。

快適生活情報誌WELL-DO  Vol.25  2013WINTER（冬号）　2012年12月10日発行（年4回発行）　
※本誌の写真および記事の無断転載はお断りします。

〒224-0035 横浜市都筑区新栄町4―1　Phone 045-595-3222
www.wel l -do.com 

0120-206-244
ツーバイシックスにしよう！

お住まいに関する
ご相談・ご質問はお気軽に
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都筑支店
承　　認

料金受取人払郵便

（受取人）
　横浜市都筑区新栄町4―1

　ジューテックホーム株式会社
　快適生活情報誌ウェルドゥ編集係　行

差出有効期間
平成25年5月
31日まで
〈切手不要〉

お名前

フリガナ ご年齢　　　　　歳

性別　　男　・　女　

ご住所
〒

お電話 ー　　　　　　ー

E-mail

同居の
ご家族

ご職業

単身　・　夫婦　・　夫婦と子供1人　・　夫婦と子供2人
夫婦と子供3人以上　・　親と同居　・　3世代同居
その他（　　　　　　　　　　　　）

住まいの最適な保険プランをご案内
スイートホームプロテクション＋地震保険
住まいの最適な保険プランをご案内
スイートホームプロテクション＋地震保険

Information

■応募方法／上記ハガキに必要事項および裏面のアンケートにご

記入の上、キリトリ線で切り離して、折り線に沿って貼り合わせてく

ださい。切手は貼らずにそのままポストに投函してください。

■応募締切／2013年1月31日必着

■当選発表／プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

※ご記入頂いた個人情報ならびにアンケートの内容はプレゼント発

送および資料請求やご案内などの発送目的で使用させていただき

ます。ご記入頂きました個人情報は、ジューテックホーム株式会社

が責任をもって管理・保管致します。

読者プレゼント！

Present
必要事項および裏面のアンケートにご記入ください。

フラワーコーディネータ高橋規子さんアレンジによる
バレンタインの「春のプリザーブドフラワー・ボックス
アレンジ」を5名様にプレゼント！　
バレンタインデー当日（2月14日）にお届けします。
●ガーベラ、ダリア、ジャスミン、ピンポン菊、バラなどさまざまな
　プリザーブドフラワーを組み合わせた、一足早い春をイメー
　ジしたアレンジです。テーブルに置いても、箱を立てて飾る
　こともできます。ボックスサイズ：W130×D130×H80mm

■応募締切2013年1月31日必着
■発表は発送（2月）をもって代えさせていただきます。

▼

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

↑折り線（谷折り）↑

お手数ですが、個人情報保護のため、折り線に沿ってを谷折りにして、
のりしろ部分を糊付けして貼り合わせてください。

［読者プレゼント応募ハガキ］

お役立ち情報

のりしろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

この情報誌は、古紙配合率100％再生紙を使用し、
環境にやさしい植物性大豆油インキで印刷しています。

●営業時間／10：00～17：00
●水曜・年末年始定休

理 想 の 住 ま い を カ タ チ に 。

Exhibition

おすすめ展覧会情報

フィンランドのガラスや陶磁器、家具の数 は々、機能性を重視しつつ、

美しさも兼ね備えています。なかでも“timeless design product

（時代を超えた製品）”をコンセプトに作られてきた生活用品は、私たち

の暮らしに洗練されたデザイン性をもたらし、まさに「生活の中の美」と

いえるでしょう。20世紀前半から台頭したフィンランドのデザインは、

アルヴァル＆アイノ・アールト夫妻、カイ・フランク、タピオ・ヴィルッカラ、

ティモ・サルパネヴァら優れたデザイナーを輩出し、特に1950年代か

らは国際的な評価を得て、現在に至ります。彼らを取り巻く美しい自然

と風土は、時に創作のインスピレーションとなり、作品や製品の色となり

形となって溶け込んでいきました。その姿勢は常に地球にやさしく、自

然とともにあり続けています。本展は、こうしたフィンランド・デザインの魅

力を、18世紀後半から現代に至るガラス作品を中心にご紹介します。

森と湖の国 フィンランド･デザイン

2013.1.20［日］まで
サントリー美術館 

●開館時間／10：00～18：00
　（金・土は10:00～20:00）
※12/23（日・祝）、2013/1/13（日）は
　20:00まで開館
※12/28（金）、29（土）は18:00で閉館
※いずれも最終入館は30分前まで

●休館日／毎週火曜日、
    年末年始［12/30（日）～1/1（火）］

●観覧料／一般1,300円、
　大学・高校生1,000円、
　＊中学生以下無料
　＊ホームページ限定割引券で100円割引

●アクセス
・都営地下鉄大江戸線
　「六本木駅」出口8より直結
・東京メトロ日比谷線「六本木駅」地下通路にて直結
・東京メトロ千代田線「乃木坂駅」出口3より徒歩約3分

●お問い合わせ／03-3479-8600

●http: / /suntory. jp/SMA/

タピオ・ヴィルッカラ《カンタレッリ（アンズタケ）3280》
1947年制作　イッタラ社製 個人蔵 

撮影：ティモ・シルヤネン 

※種類・色合い等は実際と異なる場合があります。

ご質問・ご相談は●ジューテックホーム（株）
フリーコール0120-206-244までお気軽に！

〈一級建築士事務所・宅地建物取引業〉
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