
ほんものを使うしあわせ、子供に使い継ぐよろこび
ハーモニックハウスマガジン｢天然木の家具と暮らす｣は、
天然木家具専門店のハーモニックハウスが発行しています。
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ほんものを使うしあわせ、子供に使い継ぐよろこび

一番落ち着く場所と話してくださった Y 様宅のダイニングリビング

木のように伸びやかに、健やかに。

自然のやさしさを住まいに生かしたい。そんな人が増えています。

子どもとの暮らしにも天然素材はやさしくよりそいます。



天然木とのびのび子育て

「子供たちがバタバタしても、以前の家に比べると

音が気にならないんです。キズをつけても目立たない

しね」。こうお話されるのは、西宮市在住のＹ様。自

宅の新築を機に、住まいの“素材”に興味を持たれた

そうです。色々な素材を見ている中で出会った天然木。

白を基調としたお部屋に、フローリングは無垢のメー

プル材を使っています。さらに、あたたかな空間で気

持ちよさそうに並ぶ天然木の家具。木は、程よく音を

吸収し、話し声や物音を心地よい音に変えてくれると

いう性質を持っています。穏やかな表情で話してくだ

さる奥様の隣で、元気いっぱい遊ぶ 2人の男の子。

子供たちの健やかな成長にも、お母さんののびのびし

た子育てにも、天然木は一役買ってくれているようです。

本物の木に触れる機会、ありますか？

私たちは「木」という身近な素材についてどのくら

い知っているでしょうか。１枚の紙から家具、住宅に

いたるまで木には大変お世話になっているのに、それ

らを使うとき、どれほどの人がその木のこと、さらに

はその木が生きていた森や山のことを想像できるで

しょう？ 樹脂素材の一般化、住環境の変化、遊び方

の変化などによって木と触れ合うことが少なくなって

きている子どもたち。大人たちもまた、趣味の多様化、

インターネットの普及などで、日曜大工や木工芸など

の木を使う手仕事から遠ざかっている時代です。夏休

みの工作に慣れない手つきで木の角材と格闘した一昔

前と違い、今やカットされた角材の工作キットを購入

できる時代なのです。

木のやさしさ。
それは子どもたちへのメッセージ

「住育」とは、人がよりよく生きるため、よりよい

住環境について学ぶことです。それは子どもたちの健

やかな成長にも大きく関わります。住まいに自然の優

しさや力をうまく取り入れること。昔ながらの伝統や

知恵を暮らしに生かすこと。未来の地球のことを考え

ながら暮らすこと。そう考えると、いにしえの時代か

ら木とともに暮らしてきた私たち日本人にとって、

「住育」と「天然木」は切り離せない関係にありそう

です。感性豊かな子どものうちから本物の木に触れ、

嗅覚や触覚をふんだんに使って、木のやさしさや心地

よさを感じ取ること。そこで感じる「木っていい

なぁ」という思いが、自然との関わりを考えるきっか

けになるかもしれません。美しい森や山で育った木が、

遊んでいるおもちゃや家具、家の素材になっているこ

とに気づくことで自然への畏敬や感謝の気持ちにつな

がっていく…大げさかもしれませんが、そこに「心豊

かに育ってね」と自然界からのメッセージが込められ

ているように思うのです。

『住育』について、
考えてみませんか？

「住育（じゅういく）」という言葉を聞いたことがありますか？

本物の素材で作ったものを大切に使い、それを子どもたちに受け継ぎたいと願う…

そんな親心こそが「住育」の原点。今回も木のお話、ちょっとさせてくださいね。

住まいと家 族と子 育てと

天然木家具を選ばれた理由は？

親が使っているものは子供に影響を与えると思いま

す。手入れをすることにより永く使えるものを、子

どもたちにも「価値のあるよいもの」と思ってもら

えれば嬉しいです。いつか子どもたちに家具を受け

継いでもらえればいいと思い選びました。 

使いごこちはいかがですか？

以前はウレタン塗装のダイニングテーブルを使って

いましたが、キズ跡が目立って気になっていました。

天然木で天然塗料仕上げのテーブルはその心配がな

いのがいいですね。子たちにも安心です。簡単に手

入れできるところも気に入っています。

「いかがですか？ 天然木家具との暮らし」
西宮市　Y 様ご家族にお聞きしました

大学時代の専攻が打楽器だったという奥様。自慢のマリン
バの鍵盤はローズウッドの木。「時には子どもたちも一緒に
練習をします」

使ったのものは元の位置へ。大きな引き出しのついたこの家具
にしてから、お片付けが自然と身につきました。

シュワッチッ！！  元気いっぱいのお子様たち。芯の強い
子になってほしいなと話してくださった Y 様。ダイニング
に家族みんなの笑顔が溢れます。

拭いた後の香りが好きというダイニングテーブル。「昔の学
校の教室のような懐かしい香り」と表現してくださいました。

特 集



　

スタッフの寄り道コラム

●シェルフのサイズは 2 種類あります。

・W1710　D450　H890  引出し６ヶ付き  128,000 円（税別）

・W1040　D450　H890  引出し６ヶ付き    99,800 円（税別）

※本体の材質は ウォルナット・ナラ材の 2 種。 サイズ違い
等はご相談承ります。　

※この商品は、ハウスオブツリー協会の銘板（シリアル番
号）がついており、修理・再生ができる長寿命家具です。

たとえば赤ちゃんが毎日着る肌着には、化

学繊維のものより、コットンなどの自然素材

のものを選んであげたい。そんな気持ちと同

じように、木のおもちゃには、安心で安全、

その上あたたかくて温もりのある「木」に触

れてほしいという私たちの願いが込められて

います。

木のおもちゃのいいところは他にもいろい

ろ。例えば「丈夫で長持ち」、「壊れても修理

できる」、「作りが単純なものが多く、遊びが

広がる」などです。自然素材なのでそれぞれ

に木目の入り方も違い、世界にひとつ。舐め

てよだれがついちゃったり、噛んで歯形がつ

いてしまったり…いろんなものを染み付けな

がら、子どもとともに成長してくれます。

さらに適度な重量感は、しっかりモノをつ

かむことに慣れていない小さな手にとって、

指先や手の訓練にもなるんです。たとえば木

のつみ木は、ときにお城に変身したり、おま

まごとの材料になったり…。単純なものだか

らこそ、子どもが主役になって、いろいろな

ものに見立てながら遊ぶ。１つの動作に対し

て、木のおもちゃは返ってくる反応は必ず１

つ。電動おもちゃやTVゲームのように、1

回のボタンを押すだけで、10 や 100 の反応

は返ってこないけれど、その分、子どもとお

もちゃが対等に向き合うことができるのです。

世界にひとつ、自分だけの木のおもちゃ。

遊びながら自然の偉大さ、大切さ、美しさを

学んでくれるといいなと願っています。

小物の片付けや飾りつけを楽しくできる家具

を作りたい！ そんな想いで誕生した自由自在に

収納や飾り付けができる「リバティシェルフ」

は、若手デザイナー井之上悠氏がデザインしま

した。井上氏は実際に家具製作現場で作業をす

る工場長でもあります。無垢の木を扱う仕事が

したくてこの仕事を選んだという井上氏。無垢

の木に触れる心地よさを感じてほしいという彼

の想いがいっぱい詰まったシェルフなのです。

そんな「リバティシェルフ」は、使う金物を

最小限にしたこともこだわりのひとつ。そのた

めメンテナンスも容易で、世代を超えて使い継

ぐことができます。前後がない引き出しはどち

らからも取り出しでき、置く場所も自由。使い

方はあなたのアイデア次第です。ずっと使える

このシェルフで、あなたのオリジナルの使い方

を見つけませんか？ 

どうして家具屋さんで
木のおもちゃ？

　  おすすめの商品紹介

「自由」という名の“リバティシェルフ”

イベント情報

寺西未沙

6/2（日）・7/6（土）・8/4（日）・9/7（土）
11：00 〜 12：00
天然木家具メンテナンス教室＆工房ツアー
参加１組に家具町工房の木工体験無料チケット１名様分
をプレゼント（要予約：tel 072-868-2361）

6/8（土）〜 7/21（日）　    　
made in west　
関西の企業とクリエイターがいっしょになってあたらし
いモノづくりをしている「made in west」。デザイン性豊
かな雑貨に出会えます。

7/27（土）〜 9/1（日）   　 
木木 cafe メニュー開発展　
大阪工業大学空間デザイン学科の学生さんたちがもくも
くカフェメニューの開発に挑みます！

7/28（日）10：30 〜 12：30  
子供メンテナンス教室（要予約）　
お子様対象に家具のお手入れをお伝えします♪

（要予約：tel 072-868-2361）

8/9（金）・10（土）10：00 〜 12：00 
木工教室（要予約）（家具町工房にて・先着10 名様）

8/9（金）　鉛筆立て /1,000 円（税別）
8/10（土）写真立て /1,500 円（税別）
お問合せ（予約）はシャルドネ店：tel 072-868-2367 まで

9/13（金）・14 日（土）10：00 〜 14：30 
ハンドメイドマーケット（姉妹店シャルドネにて）

出張 cafe や手作り雑貨・アロマ ect....

イベントについては、予告なく変更される場合がございますので、
あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

歩けるようになると、紐を引っ張りながらシュッシュポッポ♪

無塗装なので、お口に入れてしまっても大丈夫。

お子様が大きくなった時、お部屋の

インテリアとしてもかわいいんです。

引出しだけ使ってもお部屋のインテリアに
なっちゃいます！！

｢壁側に置いても部屋の間仕切りとしても使えるようにデザインしてい
ます。引き出しの追加も可能ですので言ってください｣ と井之上さん



「食器棚の扉が閉まりにくい」、「ダイニングチェアの脚がぐらつく」、

「リビングボードに子どもが落書きをした」…。そんなお悩みは

お任せ下さい。ハーモニックハウスでは House of Tree※の理念の

もと、家具の修理・再生にも取り組んでいます。

あなたの家にもありませんか？  家具を 修理・再生 いたします

価格例： 椅子の修理・ぐらつき直し （部分直し）3,990円～、

脚カット  740円 /1本、テーブルの修理・ 割れ補修  5,880円～、

天板の研磨・再塗装 （天然塗料仕上げの場合）18,800円～ （税別）

○上記は目安価格で、現物確認後のお見積もりが

原則となります。メール（info@kagumachikoubou.jp）

でお問い合わせ、またはお持ち込みいただきました

ら無料でお見積もりさせていただきます。また、別

注家具のご相談にもお応えしております。お気

軽にご相談下さい。

※House of Tree（ハウスオブツリー） とは？
一般社団法人「ハウスオブツリー協会」が推進する活動です。「有害物質を含まない
安心・安全で、かつ世代を超えて使い継ぐことができる長寿命家具の普及・啓蒙活動」
により、地球環境の負荷の軽減と持続可能な地域社会作りに寄与し、木の文化の普及
を図ることを目的にしています。

2013.5 発行

姉妹店

当事業は「おおさか地域創造ファンド」北河内地域支援事業平成23年度採択事業です。

ハーモニックハウス
http://www.harmonichouse.com/

〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町 2-2-4
TEL. 072-868-2361　FAX. 072-868-2363
営業時間  土日祝 10:00－19:00・平日 11:00－18:00 （火曜定休）

〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町 2-5-9
TEL. 072-864-2372　FAX. 072-864-2373　 
営業時間  土日祝 10:00－19:00・木金 11:00－18:00 　

http://www.kagumachikoubou.jp
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料金案内： 入会金 5,000 円（入会時のみ）、受講
料 1 回 4,500 円と材料費。   （例）収納棚の場合、
入会金 5,000 円 ＋受講料 27,000 円（ 6 回分）＋ 
材料費 5,000 円程、合計 37,000 円程。（約 2ヶ月）
価格は税別です

インストラクター： 木工家 賀來 寿史
1968 年大阪生まれ。家具町工房にて製品企画、
開発、制作まで手がける。

初めての方でも大丈夫です。
ものづくりを一緒に
楽しみましょう。
なんでもご相談ください。

みんなの木工アトリエ無料相談会実施中！!
入会申し込み、問い合わせは「家具町工房」まで

（営業日：木金土日祝）  tel 072-864-2372

 森の楽器製作教室
あなたも「森の楽器」を作ってみませんか。
リズム楽器や弦楽器など、その暖かい音色は
自然の森の贈り物です。どなたでも製作でき
るコースを準備しています。親子で作る、ご
自身のオリジナルデザインで作る、などなど
ご要望に合わせて指導致します。

●受講料  1 回（3 時間）3,000 円（税別） 
材料費はコース毎に異なります。

受講回数はリズム楽器で 2 回、オリジナル弦
楽器は 6 回以上必要となります。

●開講日  隔週第1、第3金曜日、土曜日、日曜日  
午前9:00～12:00、午後13:30～16:30（要予約）

N さんの子供イス
新しく生まれるお孫さん
へのプレゼント。愛する
車をモチーフにして。

入会金 5,000 円
受講料 4,500 円× 2 回
材料費 2,000 円

合計 16,000 円（税別）

Y さんの収納棚
傘を収納できる玄関に
ピッタリな棚です。

入会金 5,000 円
受講料 4,500 円× 6 回
材料費 約 5,000 円

合計 37,000 円（税別）

N さんのフックラック
引越祝いにプレゼント
した取り外し可能な
フックラックです。

入会金 5,000 円
受講料 4,500 円× 2 回
材料費 約 1,500 円

合計 15,500 円（税別）

寺西 未沙
Misa Teranishi

夢：かわいいおばあちゃんになること！！
好きな時間：カフェでのまったりタイム♪
旅好き女子☆ いつも弾丸旅を楽しんで
ます◎ どこかおすすめの場所があれば
教えてください♪

大島 知雄
Tomoo Oshima

家具の配送をしています（ 24 年）。身
長 184cm 体重 9?kg。家具の事なら
おまかせ下さい。お客様によろこんで
頂けるように納品しています。

新田 豊和
Toyokazu Nitta

お店では主に商品マスタ作りをしてい
ます。天然木は大好きで、ログハウス
を作ったこともあります（6 畳の小屋で
すが…）。生活したこともありますがす
ごく寒かったです。

光  恭子
Kyoko Mitsuzaki

日々の暮らしに彩りを添える家具やカー
テン。心地よいお部屋づくりに少しでも
お役に立ちたいと思っています。趣味の
書道と読書で元気をふくらませて売り場
に出ています。是非、ご来店ください。

壬生 香織
Kaori Mibu

家具町工房スタッフのミブです。木を
加工する中でも削ったり、やすったり
する工程が特に好きです。皆さんも一
緒に楽しくおしゃべりしながら木の雑
貨を作りましょう！

S TA F F 紹 介 　 ～ 1 7 人いるハーモニックハウスのスタッフの中から 5 名をご紹 介します～

［みんなの木工アトリエ］（木工教室）

木工アトリエでは木の持つ、ぬくもりや優しさ
を感じながら、世界でひとつ自分だけの家具作
りが体験できます。
今回 N さんはこれから生まれてくるお孫さん
の為に椅子を作られました。車好きの N さん
が作られたのは、車をデザインした椅子。とて
も素敵に出来ました。お孫さんの喜ぶ顔が目に
浮かんでくる作品ですね。こんな素敵な家具を
お子様や家族のために、また友達のために作っ
てみませんか。
木工アトリエではインストラクターの指導で皆
さんの家具作りをお手伝いいたします。是非一
度下記までお問い合わせください。

（当アトリエはご自分のペースに合わせて自由な時間
に通えます。回数で精算も可能です）

毎週  金・土・日開催（要予約）  tel 072-864-2372
午前コース 9:00 ～ 12:00 午後コース 13:30 ～ 16:30

オンリーワンの家具、雑貨作り

［木木 cafe］（木工体験ワークショップ）

木木 cafe は、簡単な雑貨をその場で作ること
ができる木工体験の場です。１～３時間ほどで
自分だけの手作り雑貨ができ、お子様から大人
の方まで楽しめます。
毎週  金・土・日および祝日開催（予約不要）
ひとやすみのドリンク付です。

MENU： エンピツ立て人形  1,000 円、
木っ端の 1 輪挿し  1,000 円、
キーカバー 800 円など
アトリエもワークショップも
価格は税別です

＜力作の例＞


