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文＝堀内尚子
ほりうちなおこ
◎ 1978 年東京都出身。小中学
時代をベルギー、フラーンなど
で 活 躍。 サ ー フ ィ ン、 ス ケ ー
ト、 ス ノ ボ ー、SUP の 4S を こ
よなく愛する。声の仕事やライ
フスタイルの情報は Instagram/
Facebook: 堀内尚子でチェック！

バイザシー　Enjoy life

『乳がんに恩返しできること』

は下着セット。乳がん患者が身につけら
れるかっこいいブラがないことが、すべ
ての始まりでした。シンプルですがすべ
てのニーズが詰まっているはずです。
　この売り上げの「すべて」は Hello 
Sunshine Project の活動費として活用し
ます。Hello Sunshine Project を広めて
もらえるだけでも、強力なサポートとな
ります。どうか周りのお友達にもシェア
していただけると幸いです。
　今は小さな一歩ですが、必ず大きな花
を咲かせられると信じています。
　一人でも多くの女性達が、健康で輝け
る毎日を１日でも長く送れますように。

Instagram: @hellosunshineproject
　　　　　@viabella.viabella
FB: Hello Sunshine Project / Via Bella
Online Store: https://viabella-shop.com

　桜の花が満開の今日、冷たい雨風にも
負けずぎゅっと枝にしがみついて咲き誇
るその姿に胸が打たれます。美しさを保
つには花々も苦労が絶えませんね。
　乳がんになって早３年。副作用が強す
ぎた治療をやめて、体と心を癒すことに
フォーカスした自分なりの治癒を選んで
丸３年半。生きています。
　昔からよく「大切なものは失ってから
気がつく」と言いますが、人生の中で一
番大切なものはなんですか？「子供達、
お金、美貌、家…」色々あると思います
が、それらを維持するには「命あってこ
そ」なのです。そう、命こそが一番大切
なもの。それを失ってから気がつくなん
て末恐ろしい！
　でも病 気にならなくちゃわからな
い、ってこともなんだかおかしな話。だ
からこそ、命の大切さを身をもって痛感
した私が伝えられることがあり、それが
一人でも多くの女性たちに少しでも理解
してもらえることこそが「乳がんへの恩
返し」なのです。
　そこで、病気になったその時から考え
てきたことをカタチにして立ち上げまし
た。それが「Hello Sunshine Project」と
いう乳がんと向き合う女性たちをファッ
ショナブルにサポートするプロジェクト
です。
　プロジェクトの活動内容はいたって簡
単。ファッション、健康、美、食、スポーツ、
音楽をテーマにイベントなどの活動を展
開。一番メインの活動はファッション。
　乳がんは「ガンになってがーん」「おっ
ぱいがなくなってしまってがーん」とい
う２回ストレートパンチを受けるガンの
中でも大変特殊なもの。しかも女性の象
徴でもある胸を失うとなると、生きる気
力さえ失います。胸がなくなったことで、
今まで来ていた服が着られない、ブラ

ジャーも可愛いのがない、水着なんて恥
ずかしくて着られない。
　女性はファッションが大好き。なのに
そのファッションが楽しめなくなるなん
て、これほど人生に穴が開いてしまうこ
となんてないのです。発症率が低年齢化
している今日。可愛いファッションは絶
対なのです。そこで、デコルテや胸の膨
らみが綺麗に見えるこだわりのデザイン
で商品をリリースすることを決意。プロ
ジェクトのオリジナルブランドを立ち上
げました。
　「Via Bella」「美への道のり」つまり、
Via Bella を着ることによって、自分が目
標としている「美」にたどり着ける、そ
んな道しるべ役の意味を込めて作りまし
た。第一弾として、T シャツをリリース。
このプロジェクトは男性の方々に応援し
てもらうことも目標の一つであるため、
男性用の T シャツも作成。男性からの応
援が多ければ多いほど「女性として否定
されてるかもしれない」という不安がな
くなるのです。
　第二弾としてビキニをリリースしま
す。これは「谷間を見せない」というの
がポイント。乳がん経験者だけではなく、
胸にコンプレックスを持つすべての女性
達が安心できるデザインです ！ 第三弾
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　家づくりを生業にしている自分が言
うのもなんですが、そもそも家という
ものは人間にとって必要なものでしょ
うか？　そして家は何のために必要な
のでしょうか？　世界を見渡してみて
も人間が生きていくだけなら絶対にな
くてはならないものではないですよね。
　それではなぜ私達日本人は自分の家
というものを持ちたがるのでしょうか。
雨風がしのげて普通に生活をするだけ
ならわざわざ家を建てなくても賃貸住
宅で十分暮らせていけるのに。
　何のために自分の家を持ちたいのか、
それは一国一城の主になりたいという
気持ちや、子供達の将来のために財産
として残してあげたいから、また賃貸
住宅にお金を払い続けるならその分を
ローンで支払った方が後々自分のもの
になって得だからなど、さまざまな理
由があると思います。そして家という
ものは一般的に、快適さや頑丈さなど
の「安心感」を売りにしているものが
ほとんどです。

　賃貸住宅ではどうしても生活動線を
不便に感じたり、収納がたりないこと
などの不満を感じてしまいます。その
不満を解消することを前提にすると極
めて一般的な家になってしまうことで
しょう。もちろん不満を取り除くこと
は最低限必要ですが、それは「幸せ感」
とはちょっと違うと思います。
　家にかぎらず、便利さを追求してい
くと味気ないものになっていきます。
しかし「幸せ感」とは不便なことや、
無駄と言われることの中にこそ存在す
るのではないでしょうか。
　そのような観点で考えると、家とい
うものの本質が見えてきます。
　なぜなら「安心感」と「幸せ感」は
似ているようでいて、本質はまったく
の別物です。
　例えば現代ではスイッチ一つで温ま
る暖房がありますが、あえて手間のか
かる薪ストーブを使い、寒い朝に早起
きして時間をかけて火を起こすという
無駄と思われる行動こそが心のゆとり、

「幸せ感」です。
　そのような不便さや時間の無駄と言
われてしまいそうなことこそが自分の
家が必要であることの一番大事にすべ
き部分ではないでしょうか。このよう
な無駄を楽しむことこそが、今の日本
人に必要な家であると心から思います。
　バイザシーの読者のみなさんは、一
般的な家では味わえない一歩先にある
「幸せ感」を味わえるように、無駄を楽
しみ、不便さも楽しみ、生きていく上
で必要のない物をあえて取り入れた「自
分の家」の必要性を感じてみてはいか
がでしょうか。

文＝玉造清之
たまつくりきよゆき
◎ 1974 年横浜市生まれ。
大工である父の元で修行を積
み独立。株式会社 solasio を
創設。マリンスポーツやバイ
ク、クルマなど趣味は多彩。
ガレージハウスなど趣味の家
づくりのマイスターとして施
主の生活や趣味の目線を捉え
た暮らしのアイデアは独創的
で高い評価がある。

バイザシー　Enjoy life

『 そもそも家は必要か？』
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いま、小田原に惹かれる理由

威風堂々とした小田原城はなんといってもこの街のシンボル。
そして酒匂川、相模湾とともに市民の精神的な支柱の一つなのです。
この街にそこはかとなく漂う文化の香りとゆったりとしたリズムは
こうした歴史と豊かな自然と温暖な気候風土に培われてきた賜物。
交通機関の著しい発展とともに、都会に通勤する人々の住まいの距離は東京からさらに広がっていきます。
さらにネット社会の定着は働き方を激変させました。
どこにいても仕事ができるライフワークバランスが確立されつつあります。
そこで近年注目されているのが、人気の湘南エリアをさらに超えて「小田原」への移住です。
鉄道の充実、高速道路の拡充、そして働き方改革の呼び声も相まって
日々の暮らしを見つめ直し、家族のあり方まで再構築してしまう「小田原移住」。
そろそろ、いかがですか？
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修 斗
　子供の頃は小田原の駅前の城山地区で育って、動物園があってその周り
を庭のように遊ぶ日々でした。高校生までを過ごして、大学から東京です。
2005 年にこのジムを作ったのですが、まだ現役でしたので、東京に住みな
がら小田原に通う生活でした。その後息子が生まれてからは完全に小田原
に戻りました。
　子供の頃はサッカー少年でした。一方で父がウインドサーフィンやカヤッ
クが好きな人だったのでアウトドアを中心に遊んでいました。男ですから格
闘技は好きでしたが、どの競技を見ても物足りなくて、格闘技というジャ
ンルは全部やりたかった。そこで修斗を知って、こんな素晴らしいスポーツ
があること、これは世界的にも広げたい、僕はこれで食っていくんだと決め
ていました。この面白いカルチャーをみんなに伝えたいと思っていましたね。
　今僕がはまっているスタンドアップパドルとかフォイルサーフィンもそ
れに近いものを感じていて夢中になっていますが、総合格闘技も、そうし
た新しいエクストリームなカルチャーだったのです。でも根本が自分が強
くなることだけを目的としていなかったので、その辺は普通の人とは入口
が違っていたのかもしれません。
　そしてそれが世に広まってくると、自分自身が強くなることよりも競技
を定着させることに熱を持って今、活動しています。修斗や総合格闘技、

MMA ってどういうスポーツ？　と聞かれることがあります。競技自体が柔
道やボクシングと同じように小学生からおじいちゃんまでみんなが理解で
きるわけでなく、スポーツニュースにも新聞にも出ないから、広くスポー
ツとして認知してもらうことに情熱をかけています。
　かつて僕が雑誌などで多く取り上げられたこともありましたが、単純に
修斗が自分の好きなカルチャーだったというだけなのです。かっこ悪いよ
りかっこいい方がいいし、勝つんだったら、かっこよく勝ちたい。見てて
面白い試合をしたい。だからバクチを打って負けちゃったこともあるので
すが（笑）、それはそれで強く印象に残ったので、普及定着させることには
プラスになったのではないでしょうか。そこには全然後悔はないですね。
　総合格闘技は世界的にも日本でも人口が増えているし、ジムも増えてい
て良い傾向です。修斗協会のオフィシャルジムだけでも 100 を超えてきて
います。ここ 10 年くらいで爆発的に増えていて、僕はその変わりゆく時代
を目の当たりにしているので嬉しいことですが、まだスポーツとして認知
が十分にされていないと思っています。ジムに関しても一回体験さえして
貰えたら皆さん入会するのですが、初めての人には入りづらく、「興味はあ
るけどもっと若かったらなあ」とか「痛いのは嫌だよ」といった壁がある
のです。だから「全然平気なんだよ」という説得作業を頑張っています。

サーフィン
　東京では都心に住んでいたので、自然も少ないし、海にもすぐに行けな

いから僕は子供を育てる環境ではないなと考えていて、子供ができたら小
田原に戻ることを考えていました。小田原はデパートもショッピングセン
ターもあって何一つ困らない。ほどよく田舎でほどよく都会です。海、山、川、
湖がすぐそばにある。鉄道も 5 路線あり、車も高速道路が充実していてい
いじつはとても場所なんですよ。箱根も近いし伊豆にも行ける。一般的に
は意外に遠くに思われるのです。
　サーフィンは 20 歳くらいから始めて、プロサーファーの牛越峰統さんに

出会ってから再開しましたが、当時はまだ現役でやっていたので 5 年前に
プロを引退してから本格的に、時間さえあれば海に行っています。日本は
幾つかの競技を経験することに少し閉鎖的な面もありますが、そこはハワ
イアン的な寛容なスタイルでサーフィン全般、ロングボードもショートボー
ド、も SUP も格闘技と同じように波乗りを総合的にやっています。みんな
が波に応じて楽しむ、そんなスタイルに変わればいいなと思います。

小田原
　東京には週に 2 回は行くし、週末は大会で地方にも行きます。その間の
平日は朝は海に行ってからジムに来て指導して、夜仕事のない日は家族と
過ごす、そんなサイクルです。サーフィンとジムと修斗の普及活動、修斗
協会の仕事が中心ですね。ジムはようやく若い子も増えてきたかなと思い
ます。僕の現役時代を知っている世代ではない子も増えてきました。
　近い将来も今のこのスタイルを続けて、もっとサーフィンをしたいし、
ジムの会員さんにも僕が経験してきたことを感じてもらいたいと思ってい
ます。小田原周辺の方にも、サーフィンと格闘技の両方ができる環境にあ
るのですから、
 SURF&FIGHT で人生を楽しんでほしいなと思っています。このジムでも
毎年夏には吉浜海岸で海の家を貸し切って海遊びをしています。ここでし
かできないこともやっていきたいなと思います。
　小田原の良さは大人になってから改めて感じていますが、時間というの
はとても大切なので、電車に乗った瞬間に切り替えて東京でしっかり仕事
をして、パッと戻ってきてリラックスする、そういうスタイルがすごくい
いなと思います。

プロフィール◎1973年小田原市生まれ。総合格闘家。
元修斗環太平洋フェザー級王者。1994年11月にプロデビュー後、修斗のカリス
マ、四天王の一人とされる。2005年から小田原市内で総合格闘技（修斗、柔術、
MMA）が学べる日本修斗協会公認オフィシャルジム「roots」を主催している。
また、「おしゃれな格闘家」の元祖であり、数々のファッション誌にモデルと
して登場。格闘技のプラスイメージに一役買った。趣味はスノーボード、スケ
ボー、サーフィンから写真まで多岐に広がるが、近年ではカテゴリーにとらわ
れない総合的な波乗りを中心としたライフスタイルを送っている。
ご家族は元モデルでフェルト作家の奥様natsuさんとご子息の3人、2匹の愛犬
Chuck&Harryと暮らす。

総合格闘技（修斗、柔術、MMA）で一世を風靡した総合格闘家佐藤ルミナさん。
現役引退後は修斗競技のスポーツとしての認知拡大のため、生まれ育った小田原から都心や地方を駆け回る多忙な日々を過ご
されています。地元小田原では、自然の中でサーフィンを楽しみ、カリスマ的な存在からは想像もできないほど、リラックス
したオフの時間を過ごされていました。

総合格闘家

佐藤 ルミナさん 

ONとOFFをスイッチする人

撮影◎山本倫子
取材◎藤原靖久
取材協力◎日本修斗協会公認オフィシャルジム「roots」
　　　　　http://www.rootsgym.com/

SPECIAL  INTERVIEW



10 11

未来っ子幼児教育センターは、東京のお茶の水にある《こどもの夢と未来舎》が母体となっ
て、「川と海と山」をベースにして、アウトドア活動や体験学習をテーマにした幼児教育セン
ターです。幼児の大切な時期にたくさんの経験値、体験値を人が育てるのではなく自然の中
で自分自身で高めていくことや富士登山や北海道旅行などなど、こどもたちは異次元の世
界を見て感じ、知ることで、心も体も大きく育っていきます。少人数で年間アウトドア数が日
本一ともいわれるほど、常に自然の中でチャレンジ活動しています。

また、園内では音楽活動や右脳教育に力を入れ、ミュージカルや本物の楽器、和太鼓など
を全園児が体験し、ステージでの発表をする機会を作っています。さらに他園との大きな違
いは、多くの卒園児やご家族が年間行事に積極的に参加して、イベントの進行や企画、計画
を立てる部分が多いことです。それにともなって、大学を卒業しても同期のご家族の交流が
ずっと続いていることもあるようです。未来っ子センターは、そんな人々に支えられた、かわ
いい、あたたかい幼児教育センターです。ぜひ体験してみてください。

自然豊かで文化的環境にも恵まれた小田原は、女性を中心とした文化的な活動も活
発です。

妊娠中に羊毛を使ったお人形作りと出会い、すぐに虜になったというnatsuさん。その後、東
日本大震災をきっかけに、何かあった時すぐに息子を迎えにいける場所にいたいと考え、約
12年続けていた東京でのモデル業をお休みして、小田原でフェルト作家として歩み始めまし
た。それから10年、羊毛を使ったたくさんの素晴らしいフェルト作品をつぎつぎと生み出し
ています。

手作り作品の通販をはじめ、大切なペットをお人形にしたオーダーも受け付けています。

また、現在小田原市内の3つの会場（ハワイアンカフェLeaLea、小田原ガスショールーム
ecolia、城山カフェBOSS）で女性限定のワークショップも開催しています。

神奈川県小田原市早川地先にある漁港で別名「早川港」は朝獲れの鮮魚をはじめ、小田原
名産のかまぼこや干物、野菜・果物などが買えることで各地からもたくさんの人々で賑わ
います。
また漁港のすぐ隣にある、魚をメインとした店が集まる食のテーマパークにも注目です。
3つの飲食店と屋台、おみやげショップが揃い、小田原の海鮮を満喫できる「小田原早川漁
村」をはじめ、小田原漁港の市場2階にあり、目の前の港に揚がった新鮮な地魚を使ったメ
ニューが揃い、休日の昼間は行列必至の人気の「魚市場食堂」など。
さらに小田原の鮮魚や野菜を中心に、小田原の地元食材が揃う人気店。BBQコーナーで
は、センター内で購入した食材が焼いて食べられる「小田原さかなセンター」も人気です。

「港の朝市」では、魚介は毎月第2土曜8:30〜10:00、毎月第4土曜9:00〜売れ切れまで開催
されます。

●住 神奈川県小田原市南鴨宮1-5-40　●☎ 0465-47-0319
FAX：0465-47-0688　フリーダイヤル：0120-749-301(ナカヨクミライ)

ht tp: //w w w.mira ikko . jp/

fe l t  ar t  moncome
mai l  :  in fo@moncome.com 
WEB:moncome.com

『小田原・港の朝市』運営委員会事務局
●住 神奈川県小田原市早川1-10-1　●☎ 0465-22-9227

団塊の世代がアクティブに小田原移住を敢行したように、若い世代のファミリー層もいよいよ小田原
に関心を持ち始めています。首都圏に勤務するご主人は、働き方を見つめ直し、ウイークエンドを目
指して日々奮闘。小田原移住を決めるご家族が充実した日常を送るためのアクティビティや子育て施
設をご紹介しましょう。

移住と子育てに最適な理由小田原

アウトドア活動や体験学習をテーマに！
未来っ子幼児教育センター

小田原でも大人気！女性限定のワークショップ
羊毛フェルト作家natsuさんのワークショップ

鮮度抜群のお魚天国を食べ尽くそう！
小田原漁港

最適な 理由

子育てに

小田原こどもの森公園「わんぱくらんど」は、起伏に富んだ地形を生かした豊かな自然環
境の中で、子供たちが体を動かして自由にのびのびと遊べる公園です。これまでも親し
まれてきた公園が、より一層魅力的な遊び場へと広がりました。 
公園内には、子どもたちに大人気の大型遊具が多数あり、ほかにも動物たちに身近に触
れ合える「ふれあい広場」や、スリル満点の長さ６７mの吊り橋など魅力的な遊び場が満
載です。また「見晴らしの丘」からは、小田原市を見下ろす美しい景色が望めます。 

「見る、ふれる、育てる」という視点で、園内を走る「ロードトレイン」と子ども列車に乗っ
て、楽しさを再発見する冒険に出かけましょう！
“もぐもぐタイム”でヤギ・ヒツジへのえさやりができるふれあい広場や、別名「スパイ
ダーネット」と呼ばれる「ターザン広場」では高さが１０ｍもある木登りネットはらせん
状にネットが張り巡らせています。１階デッキは宇宙基地、２階デッキは月面をモチー
フにして、テント素材の凹・凸型クレーターがあったり、床がネットもしくは、ネットが
垂れたりして宙に浮いた感覚をあじわえる「コスモワールド」など魅力がいっぱいです。

日本全国から入学しにくる学校が日本サーフアカデミー高等部は、ここ小田原市酒匂に
あります。小田原には、素晴らしい自然環境があり、子供の育成に大切なフィールド、山・
川・海がすぐそこにある。マナー教育にビーチクリーンを体験することでゴミを捨てな
くなり、山や河原のゴミも気になります。海の勉強会は、NPO法人海のネットワークや小
田原サーフィン協会とも連携。
唯一サーフィンをカリキュラムに組み込んでいる学校です。
授業体験が出来るオープンスクールは小中学生には大人気のイベントです。
日本サーフアカデミー高等部は、サーフエリートだけでなく、小中学で引きこもり経験者も
多く入学し全員卒業しています。また、すでに高校を中退していて編入で続き始め卒業、
進学している生徒も多いのが特長です。太陽・海・波が心を開かせ、サーフィンで体力も精
神も鍛えられ逞しくなる。自然は時に厳しく、心構え、準備をしっかりしないと危険であ
る。だから、子供たちは先生の話を真剣に聞き、自然の素晴らしさを体感していきます。

小田原こどもの森公園 『わんぱくらんど』
●住 神奈川県小田原市久野 4377-1
●☎ 0 4 6 5 - 2 4 - 3 1 8 9（休園日を除く 9：00 ～16：30）
http://odawara-jigyo-kyokai.jp/wanpaku/

日本サーフアカデミー高等部(学校法人山口精華学園 神奈川校)

●住 神奈川県小田原市酒匂３－７－１５　●☎０４６５－４３－６４２７
http://www.nsa-hs.net/

遊びに熱中できる感動と発見の公園
わんぱくらんど

サーフィンで夢を叶える
日本サーフアカデミー高等部

村上春樹『騎士団長殺し』は小田原からはじまった
主人公の「私」は離婚話から家を出て、東北・北海道を一ヶ月半放浪した後、神奈川県
小田原市郊外の山中にある雨田具彦のアトリエに落ち着き、小田原市内の絵画教室で指
導する。アトリエの屋根裏で『騎士団長殺し』というタイトルの日本画を発見すること
から始まる村上春樹の小説（2017年新潮社刊）

┃小田原トピックス┃

東京駅まで35分！
小田原移住・新幹線通勤
神奈川県西部のターミナル駅であり、箱根観光の拠点ともなっている小田原駅。現在
は東海道本線を始め、東海道新幹線、小田急小田原線、箱根登山鉄道、大雄山線 5 鉄
道が乗り入れており、1 日約 15 万人の利用客があるターミナル駅です。
小田原駅に停車する新幹線は「こだま」と「ひかり」の一部ですが、東京駅までの所
要時間は 35 分で、小田原駅から東京駅までの自由席料金は 3220 円。
一方で、小田原市内の住宅事情は、小田原駅から徒歩 5 分以内の築浅の中古マンショ
ンや、駅から徒歩 5 分の場所でこれから販売を開始する新築マンションもあります。
もちろん戸建住宅も多数で、駅近の物件を探しやすい状況。
新幹線で東京駅まで通う場合、新幹線定期券は 1 ヶ月 7 万 2580 円（通学用ならば、5
万 3140 円）。勤務先よっては一部会社負担もあるので、早い、時間に正確、清潔な新
幹線はストレスフリーです。
小田原駅は、東海道新幹線のほか JR 東海道本線と小田急小田原線も利用できるため、
緊急時にも新幹線以外の通勤手段があることも利点ですね。
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　近年、小田原はなんといっても都心へのアクセ

スがいいという点で注目されています。この移住

による人の流れは10年くらい前からはじまった気

がします。一番多いのは団塊世代の方の移住で

す。私は団塊ジュニア世代ですが、団塊世代は

子供を大学まで行かせて、東京で狭小な住まい

で過ごしていらした方で、お子様が独立していず

れ奥様とお二人になります。そこでやっと一息つ

ける。そして自分達もまだまだ動けるから、若い

頃にできなかったこと、真鶴、小田原、湯河原に

来てみようと決断されます。この世代の方々は若

い頃からアクティブに活動されてきた方ですから、

決断もとても早いのです。

　最初は伊東や那須高原、あるいは軽井沢、房

総方面まで、もっと田舎の方を見に行かれて物件

を探されるのですが、10年後の車の運転やバス

の運行数、病院のことなどを、ちょっと立ち止まっ

て考えるのです。そして小田原は交通が便利、海

があって山がある、食べ物が美味しい。そうした

アドバンテージがあることに気づかれます。小田

原は、新幹線を利用すれば品川まで27 分、東

京駅まで35分の距離です。お孫さん達もお正月

やお盆休みだけでなく、気軽に遊びに来てくれま

す。

　もう一つが、ネット社会で働き方が変わってき

て、若い人たちの移住もあります。湘南のど真ん

中では電車は混むし、渋滞もある。土地の価格も

高いというデメリットがあります。小田原まで来て

しまえば、在来線の電車も座っていけるし、空い

ていれば車でも都心まで1時間で行くこともでき

ます。月曜日から金曜日まではバリバリ仕事をし

て、週末は思い切って遊ぶスタイルですね。今の

子育て世代でも、こんなご自分の生活スタイルを

確立されている方が多いと思います。

　また、小田原は文化度が高いエリアかもしれま

せん。駅からあんなに近いところにお城があるの

も珍しいですね。統計的にはこの街は預金貯蓄

率が高く裕福な方も多いと言われています。外国

人の観光客もとても増えています。

　ちょうどいい田舎暮らし、プチ田舎といったイ

メージです。ハイブランドのお買い物なら東京に

も1時間、鴨宮周辺には3つのショッピングモー

ルがあるので日常生活に困ることはありません。

　小田原に移住された方の中には、定年前に土

地を買って家を建てたけれど、まだまだ元気だか

ら、定年後も駅で自転車の整理をしたり、コンビ

ニや旅館を手伝ったりパートやバイトなど、疲れ

ない程度に働く、そんな方もいらっしゃいます。

　弊社はここ10 年間はモデルホームをつくって

いなかったのですが、私たちの家づくりは建物だ

けを提供するものなのだろうか、暮らし方や住ま

い方の提案ができるのではないかと、このモデル

ホームを作ってみました。今のシニア世代の方々

は凄くオシャレですし、若い世代だけでなく、多く

の方々にこのモデルホームをご覧いただいて、新

築はもとよりリフォームの参考にもしていただきた

いと思います。

　今の時代、働き方改革といわれていますから早

く家に帰ってご家族と過ごすことができないかな

と思っています。それこそ「休みかた改革」では

ないでしょうか。GWや夏休みの混んでいる時に

わざわざどこかに行かなくても、お知り合いや子

供達、その友達も呼んで自然に人が集まるような

家を作れたらいいなと思っています。

　小田原は車のナンバーでいえば湘南ナンバー

ですが、湘南を飛び越えて移住されても良いので

はないでしょうか。土地は安いし、ゆったりとして

いるし、いつでも都合のいい時に都会にも田舎に

も行けます。そしてなにより小田原は温暖で、雪

が積もることも滅多にないですから、ぜひ小田原

で暮らしてみませんか。

Akahai＝思いやり
Lokahi＝調和
Olu’olu＝喜び
Ha’a Ha’a＝謙虚
Ahonui＝寛容さ

❶深いカバードポーチや、サーフボード、バイスクルのオブジェが
訪れる人をわくわくさせてくれる。そこはもうハワイ気分
❷広いウッドデッキではBBQはもちろん、キラキラした海を眺めた
り、ひなたぼっこしたり、まるでリビングにいるような過ごし方が
できるセカンドリビングです
❸❹1階リビングは、どの方向からも家族の存在を感じられる。お
子様の笑顔を確認できるリビング階段も、家族の絆を深めます
❺パウダールームの手洗いもお気に入りのデザインで造作
❻壁紙のおかげでトイレに座ればワイキキビーチにいる気分
❼2階のポーチは砂を入れて、小さなお子様の遊び場に
❽バスルームからは水平線に向かって贅沢な空間を楽しめます

※アロハとは「こんにちは」という意味だけではありま
せん。全てを受け入れる5つの意味を持っています。

撮　影◎伊藤真司

神奈川 小田原 足柄 湘南の不動産検索、売買物件 賃貸物件
投資物件 建築なら湘南リビングセンター株式会社へ。
神奈川県小田原市栄町 1-2-1 小田原市駅前ビル 8 階
TEL: 0465-21-0701　FAX: 0465-21-0715
　   0120-45-2103
http://www.sn-living.co.jp/
Mail : info@sn-living.co.jp

※スタッフがご案内いたします。下記までご連絡ください。

センター
株式会社

湘南リビングセンターがアロハな暮らしを提案します。
絆シリーズ『Aloha』真鶴モデルホームをぜひご体験ください。

Facebook

Instagram

暮らして遊ぼう

ALOHA
こころで
な

家族で過ごす家。
友達をよんで楽しむ家。
家には住むということだけでなく、色々な使い方があり
それは「住人十色」です。
そう、暮らしはもっと自由でいい！

家族は宝物、休みかた改革？！

❷

❺ ❻ ❼ ❽

❶

❸ ❹

プチ田舎な小田原で、暮らし方や住まい方の提案ができるようにと
このモデルホームを作ってみました。

＜プロフィール＞
劔持 敦◎湘南リビングセンター株式会
社常務取締役。1975 年小田原市で生
まれ育つ。大学卒業後、社会人時代を
東京で過ごすが、30 年近くは小田原
で過ごしている根っからの小田原人。
趣味は旅行、釣り、ゴルフ。ご家族は
奥様とお子様二人の 4 人家族。

I NTERV IEW : 小田原の魅力をお聞きします。

劔持 敦 さん
＜湘南リビングセンター株式会社常務取締役＞
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バイザシー online からもオーダーできます。
設置場所や大きさなどを伺ってお見積もりを
させていただきます。
まずはご相談をお待ちしております。

エッチングガラス工房

ラニデュー
TEL:045-232-4370 

http://bythesea.online/
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もし、広い土地があるのなら「平屋」はどうだろう。
そんな夢のようなオールドハワイのプランテーショ
ンハウスのような暮らしを実現してる Tさんファミ
リー。海から直線距離にして 500 メートルほどの住
宅街にある。平屋の良さは、気軽にサンダルを脱ぎ捨
ててズタズタと入っていけること。ウエスタンスタイ
ルのごとく、3、4段のステップをあがれば、深い軒
のカバードポーチがある。

◎DATA◎
■敷地面積／ 495㎡（150 坪）■延床面積／ 118㎡
（35.75 坪）■構造／木造ツーバイフォー工法、平屋
■間取り／ 3LDK

サーフィンを趣味とされて別荘のように使用される
M邸は、たくさんの仲間も訪れるため大きなリビン
グを確保し、基本的にロフトのある（2階部分）平屋
タイプとしました。サーファーズハウスだから海上が
りのお風呂への動線も考慮し、リラックスできるよう
にバスルームはジャクジーとシャワーブースを配しま
した。施主は日常的にお料理も作られるのでキッチン
は使いやすいように個性的な造作で仕上げました。外
観もレンガを使用して高級感のある仕上がりに。

◎DATA◎
■敷地面積／ 333㎡（100 坪）■延床面積／ 118㎡
（35.75 坪）■ 1F ／ 130.01㎡（39.32 坪）■ 2F ／
33.53㎡（10.14 坪）■構造／木造ツーバイフォー工法
■間取り／ 3LDK

堂々とした大きな三角屋根が象徴的な T邸。その大きさはそのまま

アメリカにあっても違和感がないほど。1階のフロアのほとんどを

占有したことで生まれた大空間のリビング＆ダイニングキッチン。

それはまるでアメリカの住宅のよう。これで夏は涼しくて冬暖かい

というから断熱性能が非常に高い。リビングに続くウッドデッキも

とても広く、ウッドデッキの特注のベンチがうれしい。この家のパー

ティーなら何人が参加できるのだろうかと思わせるほどですね。

◎DATA◎

■敷地面積／ 290.91㎡（88.15 坪）■延床面積／ 138.70㎡（42.03

坪）■構造／木造ツーバイフォー工法■間取り／ 2LDK

シリーズのなかでも、まるでヨーロッパのクラシックホテルに滞在
するような、静かで重厚な時間の流れを担保してくれることになっ
たバケーションスタイル。御宿の海を見下ろすヨーロピアンスタイ
ルの住まい。いまや「つるおか工務店」の作品集のカバーショット
といえる住まいかもしれません。

◎DATA◎
■敷地面積／ 462㎡（140 坪）■延床面積／ 165㎡（50坪）
■1階／ 100㎡（30.30 坪）■2階／ 65㎡（19.69 坪）
■構造／木造ツーバイシックス 2階建■間取り／ 3LDK

ツーバｲフォー工法35年
輸入住宅 30 年

つるおか
工 務 店

SURFER’S
　　HOUSE
そこは波乗りの仲間を迎える空間であり

子どもたちが遊ぶ光景を眺めるスペースでもある。
ビールを片手に、今日乗った波のことをちょっと思い出したりそれだけで十分

それがサーファーズハウス。
海のそばの工務店として 3代、100年続く「つるおか工務店」。

小さな工務店ならではの 120％満足できる家づくりで大きな信頼を得ています。

01.　プランテーションハウス

02.　ウイークエンドハウス

04.　バケーションハウス

03.アメリカンハウス

＜取材協力＞

有限会社つるおか工務店
〒 299-5102 千葉県夷隅郡御宿町久保 2039
TEL:0470-68-4848  FAX:0470-68-5499
http : //www.da iku .co . jp/

ツーバオフォー工法 30年、輸入住宅 20年の実績。
大きな敷地に大きな家がよく似合う。
そんなつるおか工務店の魅力が関東近県にも広がっています。
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【住宅DATA】  横浜市S邸
敷地面積／162.36㎡（49.01坪）
延床面積／130.16㎡（39.29坪）
1　　  階／72.04㎡（21.74坪）　　　　　　
2　　  階／58.12㎡(17.55坪)

＜取材協力＞
株式会社 solasio
〒 251-0037　神奈川県藤沢市鵠沼海岸 5-11-24
TEL:0466-35-7770　　FAX:0466-35-7774

　横浜のとある高台の静かな住宅街。
　比較的大きな敷地に整然と住宅が並んでい
る。歩を進めると、どこか周囲とは違う「住まい
手の意思」が感じられる白い住宅が目に入りま
す。強い意志というのは、施主のご家族の姿、
ライフスタイル、趣味などを考慮して、画一的
な分譲住宅にはない個性と性能を備えているこ
となのでしょう。
　この S 邸はまず所有する車が2台、ご主人が
大切にするバイクが3台をしっかり収めること。
さらに天然木をふんだんに使用した天然素材の
家づくりがご希望でした。
　以前にお住いのいわゆる建売住宅は、身体に
なじまない化学製品に囲まれた室内で、親しい
ご友人から「ビニール袋の中にいるみたい」と
放言されるほどだったそう。そこで裸足で心地よ
いオークの無垢の床材や柔らかなパイン材を中
心にした自然素材の家をご希望されたそう。

　もう一つのリクエストは家族が過ごしやすい
広いリビング。子供たちがのびのびと遊べるウッ
ドデッキ。
　こうして完成したのが、「木の温もりに包まれ
たガレージハウス」でした。
　自然に、自然と、暮らす家。
　そんなモットーを掲げる solasio の代表的な
作品の一つになりました。

❶木の温もりに包まれて、ご家族の笑顔は絶えません。いろんな希望を叶え
た注文住宅は、住まう家族を幸せにするものなんですね
❷床のチェリーと天井のレッドシダーが白い壁と美しいハーモニーを作り出
します。
❸家の南西側の2面は広々としたウッドデッキを設置しました。子供たちが安
心してのびのびと駆け回る空間です
❹エントランスから1階全体のリビング＆ダイニングを望むとふんだんに使
用した木の質感が感じられます。ダイニングの1枚板天板は貴重な南アフリ
カ産のパープルハートを採用。重量のある1枚板を天井から吊り支えます。ま
た写真手前の玄関の腰掛収納、ダイニングのベンチも収納を兼用している
❺土間のように使いたいエントランス。シューズクロークはもちろん腰掛けの
下もたっぷりと収納スペースになっている。さらにキッチン背面の引き戸収
納には冷蔵庫も納める大胆なアイデアを採用しています
❻子供は木が大好き。こんなことができるのも木の家の恩恵かも
❼階段の踊り場は広く、大きめのグリーンも邪魔にならない
❽あまり飾らず、シンプルに仕上げたトイレ
❾奥様がお気に入りの空間という洗面、青い小さなタイルが木とよく似合う
❿家族みんなが、裸足で暮らす自然素材の家

人の身体になじまない化学物質ばかりで作られた壁や床で過ごしていた
S様ご家族。粗末な素材のいわゆる建売住宅の暮らしを友人から強烈に
指摘されたことで、一転、自然素材を使った身体に優しい家づくりを意
識するようになる。無垢の木をたっぷりと使用した新しい住まいは、子
供たちが生き生きと暮らす「健康的な住まい」となりました。

湘南の家づくり VOL.05

神奈川県横浜市 S 邸
取　材◎藤原靖久
撮　影◎大越邦生

構　　 造／木造（在来工法）2階建て
　　　　　  3LDK+ガレージ
設計・施工／株式会社solasio
家族構成／5人（子ども3人）

①

②

④ ⑤

⑥

⑨

⑦

⑩

⑧

⑪

③
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【住宅DATA】  逗子市H邸
敷地面積／143.51㎡（43.41坪）
延床面積／122.96㎡（37.19坪）
  1　階　／68.31㎡（20.66坪）
  2　階　／54.65㎡（16.53坪）

＜取材協力＞
株式会社キリガヤ
〒 249 − 0002　神奈川県逗子市山の根 1-2-35
T E L : 0 4 6 - 8 7 0 - 1 5 0 0 　 FA X : 0 4 6 - 8 7 0 - 1 5 0 1
U R L :  h t t p s : / / w w w . k i r i g a y a . j p /

⑥

⑦

⑧

⑫⑪⑩⑨

構　　造  ／木造2階建
　　　　　　（SE構法）3LDK
設計・施工／株式会社キリガヤ
家 族 構 成 ／3人（子供1人）

　海辺の喧騒を離れて、逗子らしい静けさを取り
戻す住宅街。その奥まった土地に仲良く並ぶ 2軒
の住宅は、境界線のない広いウッドデッキでつな
がっています。
二軒のつながりは姉妹の関係でもあり、申し合わ
せたような木の色彩と趣がとても素敵なハーモ
ニーを生み出していて、一つの大きな邸宅のよう
にも感じてしまうほど。
　大きな空間を作り出せるSE 構法を採用し、室内
は木をふんだんに使用した、「木とともに暮らす」こ
とを標榜するキリガヤが得意とするテイストです。
　今回取材させていただいた手前に建つH様邸は、
ご家族のプライベートな空間を 2階に集約するこ
とで、1階に広いパブリックスペースを設けるこ
とができました。ご夫妻のワークスペースを想定
していた空間は、整然と整理されて、今ではシェ
アスペースとしても利用されています。床を一段
下げることで、特別な空間であることを感じさせ

てくれます。
　大きな吹き抜けを配しているリビングはとても
自由な空間でもあり、リビングの先で繋がるフラッ
トなウッドデッキを姉妹2家族が共有することで、
さらに贅沢なひろがりを演出してくれています。
気持ち良い暖かな季節には、互いの家族がお料理
を持ち出して楽しい時間を共有できそう。
二世帯住宅あるいは二つのご家族が共有して、互
いにスペースを活用できることは、とても有意義
な活用法なのですね。

仲のいい姉妹が隣接する住宅を建てる。
二つのご家族のつながりをウッドデッキが担う。
ちょっと素敵な関係です。

「木」とともに暮らす。
ウッドデッキで繋がる姉妹の物語り。湘南の家づくり VOL.06

❶写真手前が今回のH様邸。奥が姉妹家族の住まいとなる。2軒とも湘南の老舗キリガヤが手がけた逗子の街並みによく似合う瀟洒な佇まいである
❷二つの住まいはウッドデッキで繋がる。こんな素敵な空間を共有できるのは姉妹関係ならではのアイデアかもしれない
❸❹1階の広いスペースはワークスペースとして確保してきたが、プライベートな空間を2階に集約することで、家族が使用しない時間はパブリックなシェアス
ペースとして利用されている。一段床を下げることでリビングとの境界を明確にしている
❺2階の居室は将来家族が増えることを想定して分割を可能に設計している
❻キッチンは家族の顔が見えるペニンシュラ型の対面式とした。使いやい棚をしつらえてキッチン作業を効率的に
❼❽大空間を確保できるSE構法を採用することで大きな吹き抜けを確保することができた。2階の居室窓を開けば階下の家族の様子がわかる
❾大きくたっぷりとした収納を確保しているため、玄関周りはすっきりと整理しやすい
❿⓫バスルーム、洗面台、ランドリーそして干場にもなるベランダスペースを2階に集約したことで効率の良い家事動線が確保できた
⓬戸外の緑も借景とする、木の階段は美観

神奈川県逗子市 H 邸
取材・文◎藤原靖久
撮　　影◎大越邦生

①

② ④③

⑤



22 23

【住宅DATA】  茅ヶ崎市　A邸
　 敷 地 面 積／220.07㎡（66.57坪）
　 延 床 面 積／103.91㎡（31.43坪）
　 1 　 　 階／59.61㎡（18.03坪）　　　　　　
　2　　  階／44.30㎡ (13.40坪)
　構　　  造／木造2階建て　4LDK
　設計・施工／株式会社バウムスタンフ
　 家 族 構 成／3人（子ども1人）

＜取材協力＞
株式会社バウムスタンフ
〒 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂 5 丁目 4 番 11-C 号
TEL: 0466-34-0030　FAX: 0466-34-0031
URL: http://www.baumstumpf.com/　    e-mail : baum@baumstumpf.com

❺

❻

❼

❿ ●

❽ ❾

11

「家を建てるなら、木の家がいい」。当初からご夫婦の間でそんな想いを描い
ていたというA様。
　海のある湘南ではやはり「木の家」は定番であり、何より気候風土にマッ
チする。湿気の多い海沿いの地域では、木や石、土などの自然の材料がもっ
ともなじみ、人肌の感覚に優しいことはもはや疑いの余地もありません。
　国産の木であれ、輸入木材であっても、価格や性格に違いはあってもその
本質は変わらない。新築の住まいでは、木の香りが充満して住む人に精神的
な安定と安らぎを提供してくれる素晴らしい材料といえます。

　外観はセンスのいいレッドシダーの縦張り。道路面に配した格子が適度な目隠しとなってくれる。土を残して綺麗にお
整えられた庭の向こうにはフラットなウッドデッキが建物との緩衝役を果たしてくれているようです。
　室内に入るとリビングの大きな吹き抜けが圧倒的な開放感を作り出してくれています。天井と床に無垢材を使用し、白
い壁との美しいコントラストを描く。木を巧みにデザインの一部として利用するバウムスタンフの真骨頂が見て取れます。
　施主のA様の個性は要所で採用しているブルー系の配色。木と白い壁にもとてもよく似合うことを改めて気付かされます。
「家の中に天然木をおしゃれに採用していて、満足、満足」とにこやかにお話しされるご夫妻。
海辺の工務店「バウムスタンフ」ならではの家づくりに改めて高い評価をされています。

❶施主のA様がDIYで立てたという格子が緩やかに
プライベート空間を包み込む。建物本体のレッドシ
ダーが経年変化し色を変えていくにつれ、この格子
も歩調を合わせるように変わっていくことだろう。
木の家はそこが楽しい
❷大きな吹き抜けが気持ちいい。階段下はうまく奥
様の作業スペースとして利用しています
❸コンパクトに仕上げたダイニングスペース。ここ
に腰をかければ家族みんなの様子を確認できます
❹外観はレッドシダーに濃灰色のモルタルを合わ
せた落ち着いた装い。ウッドデッキもよく似合う
❺2階の廊下から吹き抜けのリビングを見下ろすと
ご家族が笑顔でくつろぐ様子が伺えます。天然素材
と広々とした空間は、子育て中のご家族に最適です
❻リビング＆ダイニングに正対すると、レッドシ
ダーの美しい木目を採用した大きな勾配天井が目
に入リます
❼ビビッドなブルーを採用した空間はご主人の小
さな隠れ家だそう。でもきっと、ご家族が集まるリ
ビングに滞在することが多くなることでしょうね
❽ご主人のお部屋はお好みのブルーの扉がアクセ
ントになっています
❾ターコイズブルーで包まれたトイレはとてもお
しゃれに仕上がっています
❿子供部屋のブルーの扉の向こうはリビングと
なっているから子供たちの気配を感じられます
⓫将来は2つの部屋に分割可能な2階の居室

❶ 

❷ ❸

湘南の家づくり VOL.05
外壁をレッドシダーでまとい、室内は美しい木目を巧みにデザインの一
部に利用するバウムスタンフ。海辺の工務店を謳うホームビルダーはや
はり木の味わいと趣を知りつくしています。

神奈川県茅ヶ崎市 A 邸
取材・文◎藤原靖久
撮　　影◎伊藤真司
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私たちは、長年にわたり、湘南・横浜エリアを
中心に住まいづくりに関わってきました。そう
した取り組みの中で、よりよい住まいのカタチ
を模索していたところ、ある素材に出会いまし
た。信州の山で育まれた「カラマツ」です。
この信州カラマツは、素材特性から外壁材に適
しており、その耐久性は環境変化の大きい湘南
エリアにおいても実証済みです。また、全 14

色ものカラーバリエーションや歳月を重ねるほ
どに味わいのでるカラマツ特有の木目など経年
変化も楽しめる家づくりが実現できます。
そして、「木でつくる、とことんカッコいい家」
をキャッチフレーズに、納得できるデザイン・
プラン・仕様を備え、なおかつ価格も手ごろに
抑えて提供したい。こうしてできあがった住ま
いが KIBARI〈キバリ〉です。

施工は、湘南エリアを中心に豊富な実績を誇る
工務店バウムスタンフ、設計には 2 名の建築
家、そして、土地探しや家づくり全体のコーディ
ネート役としてフリーリーデザインボックス
が受けもつ分業型のプロジェクトチームを結成
し、安心して家づくりを進めることができます。
私たちと一緒に、心ゆくまで家づくりを楽しみ
ませんか？

KIBARI の間取りは、暮らしに合わせてつくるフリープラン。また、外壁に使われている信州カラマツをはじめ、無垢のフローリング、オリジナルキッチンなど、私たち
がいいと思ったモノだけを厳選して基本仕様としています。間取りのバリエーションや設備・仕様の変更によるオプション価格もわかりやすく設定しました。

KIBARI ＜キバリ＞ は、外観デザ
イン、室内の各設備や建具、細部
にわたるパーツに至るまで、私た
ちがひとつひとつこだわって部材
選びをしました。住まい手のそれ
ぞれの暮らし方にマッチするライ
ンナップをご用意しています。

キバリ

間取り、基本性能、使い勝手、室内外の色、、、家づくりはいろんなことにこだわりたい。
そんな思いを実現するために、 KIBARI は「木でつくるとことん
カッコいい家」をキャッチフレーズに、2 名の建築家が設計デ
ザインを担当し、耐久性に優れた良質の信州カラマツをはじ
め室内外に木を積極的に採用しながら、暮らしに寄り添っ
たプランとデザイン性の高さを両立、それが KIBARI 
の住まいです。

木でつくる、
とことんカッコいい家

【ACCESS】
東急田園都市線

「たまプラーザ駅」南口より徒歩 15 分

建築家 建築家 ビルダー コーディネーター・土地探し コーディネーター・土地探し

神奈川県川崎市宮前区鷺沼 2-19-4　Saginuma Hills401

0120-552-970 （定休日：毎週水曜日）

https://kibarinoie.jp/
KIBARI に使用される「信州カラマツ」の外壁
パネルをはじめ、見て選べるショールーム＆
ミーティングスペースを開設しています。

山を育てている信州の人たちのこうし
たひたむきな熱意・思いがあったから
こそ、この KIBARI ＜キバリ＞の取り組
みに繋がっています。

内藤廣建築設計事務所において、公共建築か
ら個人住宅まで数多くのプロジェクトに携わ
り、2007 年に独立。現在は自身の宮﨑建築
設計事務所の運営のかたわら大学研究機関
にて研究活動も行うなど幅広い知見を持つ。
1972 年生まれ。

天井材には、オプションで米杉を張り巡らすことが
できます。ナチュラルで格別の上質感を醸成するこ
とができます

外壁材は、KIBARI ＜キバリ＞の顔ともいうべき信州カラマツ材を使用した木壁材「T&T パネル」。 最新の乾燥技術と形
状、工法によって、美しく、高い耐久性とメンテナンス性を実現しています。14 色の多彩な基本色のほか、オーダー色
にも対応できます

キッチンは、既成品ではなく、オーダーキッチンを採用しています。
それぞれの使い勝手に合わせて、ワークトップの広さ、高さ、面材の素材や色、収納、コンロの位置や選定などご要
望に沿ったオリジナルキッチンが実現できます。

床材は、リビング、玄関ホール、各居室まで、木の
ぬくもりと足触りの良さを実感できる無垢フローリ
ングを採用。標準仕様でオーク材を用意しています

1817 年創業のドイツが誇る老舗のバスルームブラン
ド DURAVIT 社の洗面ボウルをラインナップ。衛生設
備にもこだわっています

アメリカロサンゼルス、湘南の設計事務所に
おいて数多くのツーバイフォー住宅の設計を
行う。2017 年、自身の設計事務所「クラシッ
ク（#clachic）」を設立。国産材の普及に取り
組む一般社団法人ソマミチの設立理事も務め
る。1974 年生まれ。

ハウスメーカー、建築プロデュース会社等に
おいて、数 100 にも及ぶお客様と向き合って
きた。現在は、土地探しから完成までお客様
と並走し、徹底的にサポートする株式会社フ
リーリーデザインボックスのチーフコンサル
タント。1965 年生まれ。

大手広告会社において、不動産・建築関連メ
ディアの企画・編集・新規事業開発等に携わ
る。2015 年より、土地探しから完成までサ
ポートする不動産・建築コンサルティング会
社・株式会社フリーリーデザインボックスを
設立。1964 年生まれ。

湘南エリアを中心に豊富な施工実績を誇る株
式会社バウムスタンフを率い、木を生かした
住み心地のよい家づくりを数多く手掛けてい
る。設計事務所とのプロジェクトも多く、デ
ザイン性や高度な施工技術にも定評がある。
1964 年生まれ。

KIBARI  STUDIO
たまプラーザショールーム

100 年先まで良質なカラマツを
住宅に提供し続けたい

[ 追加オプション価格 ]　
吹抜け：坪 35 万円　勾配天井：坪 25 万円　ロフト：坪 35 万円

宮﨑　俊行 山本　寛之 当山　純雄西村　巌鶴田　幸夫

信州
カラマツ
無垢材

建築家 坪70万円～
（税別）

T E A M  K I B A R I

S P E C

P R I C E

チーム　キバリ

仕　様

価　格

※ 価格はすべて
　 税別です。

本体価格
（標準仕様）

お気軽にどうぞ！   見学・個別相談受付中

坪70万円

外　　壁

キッチン

天　　井

床　　材 洗　　面
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最近、藤沢駅前の「とあること」に特化したサロンが静かに評判となっ
ています。スカルプや、AGA という看板や文字を見たことがあるかた
も多いのではないでしょうか？スカルプは、頭皮、AGA（Androgenetic 
Alopecia）は、男性型脱毛症のことです。お仕事をバリバリこなして、
プライベートも幸せ感が満ち足りているけれど、ふと髪の毛が気になる
方も、男性、女性問わずにいらっしゃるのでは？
藤沢には、いまたくさんの頭皮の悩みに対応しているサロンがあります。
その中で、見かけは普通のマンションの一室！　看板もでていない、そ
して予約制で、同じ時間に他の方と会う心配もない隠れ家サロンをご紹
介しましょう。
スーパースカルプ発毛センター
藤沢南口店は、藤沢駅から徒歩
5 分のマンションの一室で営業
しています。
働き盛りの男性だけでなく、中
学生がご両親といらっしゃったり、二十歳そこそこのお嬢さんもいらっ
しゃる。ご自身の素直な悩みを相談できるサロンです

「発毛」というのは、ご自身の頭皮から髪の毛を生やすことで、植毛で
はなく、ウィッグでもありません。
サロンの中に貼られているポスターのお客様（掲載許可済）のビフォー
アフターにはじめて訪れる方はびっくりされることでしょう！
このサロンのオーナーであり、発毛技師の杉山巨樹氏は、頭皮の悩みを
改善することで、見た目はもちろん、お客様の物事への考え方がポジティ
ブに代わり、人生がより良い方向に進む、そのお手伝いをしたいという
理念で経営されているそう。
ふと、シャンプーしていて気になったら、プロに相談する、という選択
肢を選んでみてはいかがでしょうか？お悩みを解決してこの先の人生を
さらにハッピーに！

『スーパースカルプ発毛センター藤沢南口店』
神奈川県藤沢市鵠沼石上１丁目８−５　フェリ−チェ 202 号室
フリーダイヤル：0120-315-236
h t t p s : / / r a y t e n o r - h a i r . c o m /

最近、茅ヶ崎の街中でよく
見かけるポスター。

「茅ヶ崎にスタジアムを。～
茅ヶ崎の未来をつくる子ど
もたちに本物を伝える場所
を！」
湘南が誇るサッカーチーム

「湘南ベルマーレ」が建設
を目指している新たなホー
ムグラウンドの候補地は複
数存在するようですが、そ
の１つがなんと茅ヶ崎市！　
であると報道されており、
茅ヶ崎商工会議所の「湘南
スタジアムを茅ヶ崎に誘致

する会」が活動を推進しています。
そのスタジアムは「舞台（ピッチ）」と「客席」が一体となったコン
パクト設計で、サッカーだけでなく、オペラやコンサートなどの文化
イベントにも最適な空間となることを想定されているとのこと。
茅ヶ崎市は人々が集い賑わいをみせる観光スポットとしては、藤沢市
や鎌倉市ほどの分かりやすさはないですが、私の大好きな素晴らしい
街、茅ヶ崎をたくさんの人々に知ってもらい、訪れてもらえるキッカ
ケになってほしいと願っています。
より活気溢れる、より人が集う街としての茅ヶ崎を想像して、とても
ワクワクしたのは私含め、茅ヶ崎市民の方々にも多くいらっしゃるの
ではと思います！

「湘南スタジアムを茅ヶ崎に誘致する会」を応援するには茅ヶ崎市民
の皆さんの署名が必要なので、ぜひ茅ヶ崎駅改札出てすぐ左の観光案
内所や市内の飲食店、または茅ヶ崎商工会議所のホームページから署
名活動に参加しましょう！
茅ヶ崎のワクワクする明るい未来をみんなで創りましょう！

茅ヶ崎商工会議所
『湘南スタジアムを茅ヶ崎に誘致する
会』
http://www.chigasaki-cci.or.jp/
stadium/shonanstadium.pdf

リポート◎てらしま まゆみ リポート◎須田 真紀さん

藤　沢 茅ヶ崎

湘南各エリアのホットな出来事や
役立つニュースを各地のリポーターがお届けします。

■プロフィール■
「PC を持たない web ライター」

フ ー ド ラ イ タ ー、 ス ピ ー チ ラ イ
ター、コラム、他
スマホ片手に様々な文章を書いて

■プロフィール■
1 年半前に都内から茅ヶ崎へ移住。
大手人材企業勤務でリモートワー
クを実践。湘南ライフを満喫中♪

Photo by 藤野 健児

GW 頃からは海エリアでのイベントがはじまるので、一層、鎌倉に
活気が溢れます。文化系、スポーツ系と、どちらも似合ってしまう
鎌倉で、今回は音楽カルチャーを発信するイベントをご紹介します。

「鎌倉プチロックフェスティバル」このイベントは、毎年 GW 明
けの日曜日に開催され、今回が５回目。場所は海辺の由比ヶ浜海
浜公園で行われます。鎌倉で 21 年続くスタンディングバー「Bar 
RAM」が発起人となり、鎌倉周辺の企業や音楽を愛する個人の協

力でつくられています。
このイベントの目的は鎌倉に音楽カル
チャーを根付かせることとしているの
ですが、その方法がとても良いのです。
音楽を全身で感じるために、このイベ

ントでは電気を使った楽器の演奏はありません。省エネとか環境問
題ももちろん真剣に考えるべきですが、ここで大切にしていること。
それは、音に近づくということ。
野外の海浜公園で、同時に複数の場所にフラッグを掲げ、そこをス
テージとしてミュージシャンが演奏をはじめる。潮風も子供の泣き
声もトンビのなき声もあり。目の前の演者の表現をもっと知りたく
なったら、体を近づければいい。そうすれば今まで感じたことのな
い距離で、指先から発せられる音や振動が伝わってきます。
鎌倉・湘南特有の伝説を生むカルチャーってやっぱいいな、と感じ
たのが昨年のプチロック。例年どおり 5 月の開催予定が、強風雨に
より残念ながら開催見送り。しかしリトライとして同年 11 月に開
催されたのです。実はこの時も雨。しかし、この雨と寒さをしのぐ
ために、自然と演者と聞き手が近づいていったのです。人が集まる
と音は響きを増し、演者も圧倒され、その瞬間この空間でしかでき
ない音楽になっていく。
さて、今年はどんな伝説を生んでくれ
るのか。楽しみで仕方がないのです。
＊詳細はこちらから
第５回 鎌倉プチロックフェスティバル
開催：2019 年 5 月 12 日（日）
ホームページ：https://www.kprf.jp/
facebook：https://www.facebook.com/Kamakura-Petit-Rock-
Festival-357705301081715/

葉山ではハッピーな犬をよく見かけます。
特に春。暖かくなって、花も咲き乱れ、
飼い主さんものんびりとお散歩を楽しめ
るようになる季節。そんな飼い主さんの
気持ちが伝わってなのか、犬たちもます
ますハッピーな様相です。
ハラハラと散る桜の花びらを、目を細め
て見上げていたり、尻尾をぴん！と立て、
まだまだ透明度の高い春の海へ一目散に
駆けて行ったり。
若い犬だけではなく、年を重ねた犬たち

も、ゆっくり、のんびりとお散歩を楽しんでいます。飼い主さんが、
そんな老犬に寄り添ってのんびりと散歩をしている姿は、見かける
度に昨年旅立った我が家の老犬との日々を思い出させてくれます。
犬が立ち止まってしまったら、また歩き出すのを待って。雨が降っ
たら自分は雨合羽を着て、犬に傘をさしかけて。一緒に日々の時を
すごしている様子を、垣間見る気持ちになります。

そんな葉山には、殺処分を免れて保護された犬もたくさんいます。
中には悲しく、ひどい過去を持ち、最初は心を閉ざしてまったく近
寄らせてくれない犬もいます。でも、毎日の生活の中で、新しい飼
い主さんの気持ちに触れて、お散歩ですれ違う人たちと触れていく
うちに、少しずつ安心して暮らし、道や店で会う度に挨拶をしてく
れるようになるのが、とても嬉しくもあります。
のんびりとした春の葉山では、人も、犬も、鳥も、猫も、「ま、いっか。
春だしね。」、なんていう感じで暮らしている様な気がします。
What a wonderful spring days ！

リポート◎小松 啓さんリポート◎宇式 菜穂子さん

鎌　倉葉　山

UP DATEリポーターズ

■プロフィール■
鎌倉・湘南エリアを独自の視点で
不動産を発掘、提案する「鎌倉Ｒ
不動産」代表取締役
https://www.realkamakuraestate.jp

■プロフィール■
葉山のフィッシュ＆チップス専門
店・The Gazebo 共同オーナー。
旅と美味しい物が好き。
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DVDまたはメールで納品いたします。
上記はデータコンタクトシートです

＊納品は撮影後1週間以内にメディアでお送りいたします。
   上記の納品例はコンタクトシートです
＊表示価格に別途消費税を頂戴いたします
＊上記撮影料金に加えて一律交通費5,000円をいただきます。
　横浜市を中心として片道40キロを超える地域での撮影は、
　交通費別途ご相談させていただきます
＊戸建住宅では3LDKを基本として約2時間での撮影、それ以上の
   規模撮影は別途ご相談させていただきます
＊天候不順による撮影の延期、再撮影は別途料金を頂きます
＊マンションやRCの撮影も承ります。別途ご相談ください

　　撮　影　料　金

1住宅　￥45,000
納品点数　約 30カット
撮影時間　約 2時間

Point.01 

Point.02

Point.03 

住宅専門誌として
積み重ねてきた経験と実績

高品質写真を約30カット撮影

1住戸約1時間のスピード感

ハウスフォトサービス

http://bythesea.online/
【お電話】 045-232-4370

HPお問い合わせフォームからどうぞ

雑誌バイザシー 編集部

150棟年
間

撮影実績！
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HOBIE SURFBOARDS 

JAPAN、café Hiitte、ティー

ズハウジング、藤沢ヴィーナス
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シーノ、インド料理メノン、
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PHAROS、ゴッデスインター

ナショナル本店、RIKI RIKI 

DELI、フリュードパワーサー

フクラフト、HOSOI SURF、

スポーティフカフェ、MAR-

VISTA GARDEN、サッポ

ロ軒、キラーサーフ、ダブ

ルドアーズ茅ヶ崎店、DOG 

ROCKET、スカイホーム、明

治地所茅ヶ崎店、明治地所茅ヶ

崎北口ハウジングプラザ店、セ

ンチュリー２１ハートランド、

ホームメイト茅ヶ崎駅前店、セ

ンチュリー２１、ムラサキス
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場 SITA

【平塚・大磯】

ドミンゴサーフショップ、ザ

ショップ、ROCK DANCE、

【小田原市・湯河原】

アップルパイ AKITA、日本サー

フアカデミー

【千葉エリア】

カワイサーフギャラリー、テ

ラットリア・イマムラ、ノ

ンキーサーフ＆スポーツ、

NONKEY’S CAFÉ、MW

サーフショップ、リッキーズ

サーフショップ、ボンドサー

フ、キーンズサーフレイジ、

アーゴプロジェクト、TANY 

SURF、トパンガ、ボンド

バルーン、SIMPLE SURF、

P.D.SURF、DEEP SURF、

HULA CAFÉ、オアシス＆ア

ラソアン千葉東浪見店、波乗不

動産、CHIKEN&CHIPS、一

宮不動産、カリフォルニアハワ

イプロモーション CHP 本店、

ケニーサーフクラフト、シーク

エンスサーフストアー、TED

サーフショップ、HOTEL 

THE BELLE グループ

【東　京】

代官山バル　リビング

自然に、自然と、暮らす家 住まい手に徹底的に寄りそう丁寧な家づくり
湘南地区を中心に、もっともっと、空と潮風が似合う、自然体で暮ら
せる家づくりをしたい。ソラシオはその思いを社名に込めて生まれま
した。日々の暮らしに自然の要素を取り入れ、好きなモノやコトを大
事に、自然体で暮らすこと。私たちは、『自然と人、趣味と暮らしの調和』
をテーマに、ムク材を中心に自然素材にこだわり、 趣味のスペースを
活かした家づくりを提案いたします。

楽居では住まい手、設計者、大工の 3 者がじっくりと対話を重ね、お互い
の顔が見える形で、丁寧に家づくりを進めています。設計者はもちろん、大
工も可能な限りプラン段階から打ち合わせに出席し住まい手の家づくりへの
思いやこだわりに耳を傾けます。建築中にも細部にわたる確認や調整を続け
ます。休まる家、楽しい家。何より大切なのは、自分にとっていい家である
こと。新しい暮らしの始まりに向けて長いプロセスで真摯に向き合います。

資料請求・お問い合わせ、ご相談は　☎045-232-4370　（受付時間 10:00～18:00 / 土・日・祝定休）　または　湘南ビルダーズクラブ　   　検　索

株式会社solasio 株式会社楽居

グループホーム運営や、アースフィールド事業を立上げるスターホー
ム（葉山町）が、社屋前スペースで大々的にマルシェを開催します。
ハンディキャップを持つ方々が日頃作業所で作成した作品や食品も
販売されるほか、地元湘南で活躍中のクラフト作家も多数出店。ま
た一番の目玉は、大人も子どもも楽しめる『ツリーハウス体験』。こ
の日がお披露目となります。駐車場20台、授乳スペースもあり、
子ども縁日体験もあります。ご家族づれで週末の葉山の自然を満喫
できるイベントに是非ご参加ください。

後援：バイザシ -free ＆ 湘南ビルダーズクラブ

湘南のクラフト作家／ツリーハウス体験／子ども縁日体験／癒しと健康／まるしぇ／焚き火カフェ

湘南のクラフトマーケット　＆　ツリーハウス体験

スターホーム株式会社主催
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	バイザシーfree03_18-19
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