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I'm Home
I‘m Homeは創建舎が編集発行するフリーペーパーです。

私たち創建舎は家づくりを通して、日々の暮らしが豊かで笑顔の多い生活であることを願います。そして、環境に優しい家づくりをこれからも目指します。
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2022年 最初のイベント! 構造見学会

現在、土地情報にも記載している【いわき市薄磯二丁目】モデルハウス建設現場

にて構造見学会を開始します。海の見える高台に、平屋プラスのモデルハウスです。

なかなか見れない瞬間をお見逃しなく。今回は、「夢（dream)パネル」を使っ

て建てられています。構造見学会では、建てられてからは見られない部分が見れる

「建築中」の貴重な見学会となっています。

自信があるからこそ見せられる理由がここにはあります!! 完成見学会の様にデザ

イン性や間取りや暮らしのイメージとは違い、内部の構造のずっと大事に暮らす家

だからこそ見ておきたい重要な部分になります。今から見ていると完成した時がよ

り違った目線で見る事が出来て楽しめますよ!!!

☑ 全館冷暖房空調設備 ～オールシーズン快適に暮らせる～

☑ 木製サッシ 高性能 トリプルガラス ～断熱の高さを実感できる～

☑ 長期優良住宅 ～長く安心･快適に暮らせる 体に良い家体感～

☑ 含水率15％以下の無垢材使用 ～木の乾燥は大事なポイント～

☑ 床と壁が強いから地震がきても安心 ～守られる家～

1月29日 30日 開 催 ~ *♢ *♢ ~土 日

午前 10：00 ～ 午後 4：00 迄

いわき市薄磯二丁目14-1（右QRより読込）

～ STAFF便り ～

年々、インターネットで商品購入する事が増えていくようになりました。

その中で見つけた、「Makuake」というサイト。数年前から流行っているクラウドファン

ディング型のサイトでした。自身が応援したい物のサポーターとなり応援購入という形で

参加していく事が出来ます。その間にも、提案や意見をコメントで残したりなど😊

ここで楽しいのは、新しく生まれるもの・これから世の中に広がっていく商品を見つけて

購入出来ること。なので、自分だけが先取りして知っている商品に出会えるかもという

ワクワク感✨その届くまでの過程も製作やその過程も分かることです。ネットが普及して

商品購入などクリック1つで出来る中で、体験しながらお買い物が出来るのはまた楽しいか

もしれないですよね。

また、新たな挑戦・可能性が沢山あるのを見てるだけでも楽しめます。 K

プロテインとコーヒーを組み合わせた「プロフィー」というドリンクがトレンド!!

ここ数年で一気に需要が高まっているプロテイン。ホエイだけでなくソイやピーなどバリ

エーションも増えコンビニでも当たり前に購入できるようになるなど、幅広い人が日常的

に取り入れるようになってきています。

SNSでバズっているのが、コーヒーと混ぜて飲む「プロフィー（proffee）」

人気を集めている最大の理由が、1杯でも空腹感を抑えられること。でも「プロフィー」

にすれば、プロテインを追加することで1杯でも満足感が得られて、午前中のパフォーマ

ンスを高めてくれる。コーヒーに混ぜることでプロテインの独特の風味がカモフラージュ

されることや、コーヒーに砂糖を加える人は甘めのフレーバーのプロテインを選べば砂糖

の量を減らせることも😊 一度試して見る価値はあるかも✨

気になる話題

フランスのペットショップでは、犬猫が販売禁止に？

2024年1月から、ペットショップでの犬猫販売禁止の法律が、昨年11月に可決になりました。

飼いたい場合には、ブリーダーからの直接の購入か保護施設からの引き取りのみに限られます。

そして、責任を持って飼育する誓約書の提出も義務付けられるそうです。

フランスは動物虐待に対する意識が高く、雄ヒヨコ🐤の殺処分禁止 2026年はイルカ・シャチのショーの禁止

2028年は、サーカスでの野生動物の禁止なども決まっています。

そんなペット愛好国フランスですが、フランスでは毎年10万匹のペットが捨てられている現実もあります。

この法律が出来た理由は、扱いの悪さ・売れ残り処分との悪質なショップの問題と買う側もお金さえ払えば簡単に

飼う事が出来てしまい、結果的に手に負えないとの理由で捨てる行為が後を絶たない事が理由だそうです。

もちろん中には、購入時後にケアを行うショップもありますが、営利追求型ショップと衝動買いする飼い主の

組み合わせを減らす事こそが、最も効果的と判断されたのでしょう。

日本でも、コロナ禍のステイホームで、犬猫市場も拡大していってますが、

犬が年間15万円・猫が10万円かかる費用（エサ代・ワクチン代・治療費）

負担に経済的に耐えられなくなる場合や、飼い主都合でペットに対し面倒が

見れなくなるなど、今後に捨て犬猫が増える事が懸念されています。

自身の加齢とペット高齢化が重なり面倒が見切れなくなるといった事も

起きています . . . .。世界で動物に対する意識が変わってきた時に

今後、日本はどのような対策をとっていくのでしょうか。

2人に1人は、ペットを飼う国がなぜ？



0120-824-333 創建舎まで

価格 3,500万円 応相談可能

所在地 いわき市勿来町窪田片岸

交通/アクセス 勿来駅 JR常磐線 徒歩38分 車8分

学区 勿来第一小学校 勿来第一中学校

土地面積 391.95m2 建物面積 113.02m2

築年月 2018年 電気：東北電力 水道：公営水道

排水：浄化槽 土地権利 所有権 地目 宅地

都市計画 市街化区域 用途地域 第１種住居地域

建ぺい率 60％ 容積率 200％

取引形態 専任媒介 接面道路 南側 公道

創建舎 中古住宅情報

3台分の駐車スペースや広々とした
ウッドデッキも魅力的なおウチです。
長期優良住宅・太陽光発電あり。

所在地 いわき市薄磯二丁目

学区 豊間小学校 豊間中学校

電気：東北電力 水道：公営水道 排水：浄化槽

土地権利 所有権 地目 宅地（区画整理済）

都市計画 市街化区域 用途地域 第１種中高層

建ぺい率 60％ 容積率 200％ 現状 更地

取引形態 売主 接面道路 西側 公道 建築条件付き

1区画

240.27㎡

(72.68坪)

￥7,000,000

2区画

234.90㎡

(71.05坪)

モデル建設中

創建舎 土地情報

海が見える立地でありながら、

高台で安心です。

豊間小学校・豊間中学校も近くて、

学近物件となります。

0120-824-333 創建舎まで
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今年は【寅年🐅】 ～寅から気候変動を考える ～

毎年「干支」は気にしますよね。今年は、壬寅。

「壬」は「妊に通じ、陽気を下に姙（はら）む」、 「寅」は「螾（ミミズ）に

通じ、春の草木が生ずる」という 意味で厳しい冬を越えて、芽吹き始め、新し

い成長の礎とな るイメージです。

けど、現実の野生のトラは大ピンチ。絶滅危惧種であるベンガル トラが 50 年

以内に最大級の生息地インド東部のスンダルバン ス国立公園から消滅の恐れが

あると CNN が報じました。地球 温暖化による海面上昇で国立公園の面積は激

減し、飲み水の淡 水が減りました。トラの餌となる鹿の生息地の減少と狩猟に

よ り減りました。その為トラと人との間で事故が増えています。

干支に登場する動物を見ると、辰を除くとトラが最も絶滅 に近いのではないで

しょうか。2021 年は気候変動を認めて世 界がカーボンニュートラルに向かい

始めた年でした。日本は国 際的な NGOネットワークから気候変動に対して消

極的である という化石賞を受賞するなど、かなり遅れていますが、気候変 動に

向き合う気持ちが芽吹き始めるように頑張っていきま しょう。

甲（きのえ）・乙（きのと）丙（ひのえ）・丁（ひのと）・戊（つちのえ）

己（つちのと）・庚（かのえ）・辛（かのえ）・壬（みずのえ）・癸（みずのと）

子（ね）・丑（うし）・寅（とら）・卯（う）・辰（たつ）・巳（み）

午（うま）・未（ひつじ）・申（さる）・酉（とり）・戌（いぬ）・亥（いのしし）

十干

十二支

干 支

1月20日の大寒から2月3日の節分までが

一年で一番寒いと言われている季節です。

そんな寒さを乗り越えるのには体内から

日本の伝統食文化「味噌汁」が効果的✧

味噌汁は何事にも体に良いスーパーフー

ドです。腸内環境を整えて、美肌効果も

あり♡それ以外にも、睡眠の質があがり

ストレス緩和・ダイエット・冷え性緩和

コレステロール値を下げる・野菜などを

意識的に多く食べれる…など、体に沢山

のメリットばかり( ..)φ江戸の言葉に

「医者に金を払うよりもみそ屋に払え」

というのがあったくらい! ! !

※塩分を気にする方もいますが、味噌から摂

取する塩分は、30％の減塩効果もあるのであ

まり気にしなくても大丈夫です。

野菜や海藻類を使う事が多いと思います。

それらには、塩分排出のカリウムが含まれて

いる為余分な塩分も排出してくれるようです。

日本のスーパーフード

壁・床に限らずに窓も、家と部屋の印象を変える大事なアイテム＊
窓と言っても、大きい・デザイン・開閉方法、設置場所などによって見える顔はガラッと変わる事もあります。

厚紙でできた組み立て式フィルムスキャナー

「PictoScanner」 日本初上陸!!

アナログカメラで撮影した思い出をデータで残す事が出来る様になります。

デンマークPicto Scanner ApS製のフィルムスキャナー「Picto Scanner」

素材はボール紙で、組み立てて利用。フィルムを内部に設置し、スマホのカメラで撮影する仕組み

になっています。（右写真図）

今のデータで残す時代に、ネガフィルム時代の写真を現像に出してという作業は中々

する事が少なくなってきました。お手軽に撮影出来るスマホで写真を撮る事が今では当

たり前になっています。昔の思い出を振りかえりたくてもネガフィルムから写真にして

も持ち歩くと、かさばったり写真が折れたりと少しデメリットが….

2000年代のデジタル時代になるまでは、ネガフィルムが主流だった為に今もフィルム

を思い出として残している家庭は多いと思います。そのアナログフィルムをデジタル化

するのは容易ではない事です。そこでアナログとデジタルが一緒になったもので、何時

でも簡単に思い出を蘇らせてスマホに保存出来るのは嬉しいですね。

仕様としては簡単！専用アプリと「Picto Scanner」で スキャンした写真はポジフィルムとして表

示必要に応じて編集も可能となっています。

□ SNS（Facebook、Instagram、など）で写真を共有したり、フォトギャラリーに追加

メールやSMSで友人や家族に送信したりできます。

□ 組み立てが簡単で、LEDバックライトとスマートフォンのカメラを使用してスキャンを行います

□ スマホに専用アプリを入れて、スキャナーを持ち歩けばどこでも使用可能。

【ひとこと】

まずは、記号を平面図から探しま

しょう。その後、窓位置に問題は

ないか!開閉した時に何かとぶつか

らないかをチェックしましょう。

図面で展開図なども見ると窓の高さ

もチェックできます✨

分からない事は聞くのが大事!!!
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