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2015年4月、新たなステージへ踏み出すべく、家
元は「Be beauty.」をコンセプトにリブランディン
グを行いました。これを機に立ち上げた新規事業
「L spoon.」と「Kizuki」を中心に、社内活動「金澤
文化部」や業者会の模様、施工事例などをご報告
いたします。

Activity 2015

内面の輝きが

本当に人を「美しく」する

自分を見つめ、磨く

研ぎ澄ませるほどに

広がり、深まり、高まっていく

住む人のこころが現れる「家」

家をつくることは、自分をつくること

家元はライフスタイルをつくる

あなたらしくいられるように
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金澤文化部
I E M O T O  l o v e s  K A N A Z A W A

2016

REPORT
2015年活動報告

金澤の職人と家をつくるからには、この街の文化や歴史を学ばなければならない。
「金澤文化部」は、そんな想いからスタートした家元の社内活動です。

vol.17 津田水引
和紙で芯を作り、着色して金銀の薄紙を巻いて仕上げる
水引。現在は色合いやデザインの幅も広がり、人 を々楽し
ませています。加賀水引の伝統を受け継ぐ津田水引を訪
ね、金沢ならではのあわじ結びを体験してきました。

vol.16 LUCIZAN（陶芸）
土に触れることで、普段は自分の中に眠っているイマジ
ネーションを呼び起こすことができたように思います。ノスタ
ルジックな空間のもと、より感覚が研ぎ澄まされ、懐かしさ
と新しさの出会いを感じました。

vol.18 大乗寺
七百余年の歴史を持つ大乗寺は、永平寺や総持寺に次
ぐ曹洞宗の古刹。仏殿は国の重要文化財に指定されてお
り、多くの人が訪れています。寂びた佇まいの境内で、ゆっく
りと自分と向き合ってみるのもおすすめです。

PROJECT

第1回目のゲストは、ファッションモデルの鈴木サチさ
ん。モデルやピラティスのインストラクターとしても活
躍しながら、2児のママとして育児も両立させていま
す。忙しい日々を送るサチさんに、ファッションやライ
フスタイルについてお話しいただきました。

サチさんは、出産を経て「時間の使い方が変わった」
そうです。自分の時間をつくるため、子供より早起きし
たり、分単位でスケジュールを組んでいるとか。お子様
の発熱など急なハプニングにも対応できるよう、プラ
ンを数パターン用意するとも話していました。

そして、やはり気になるのが、その美しさの秘訣。日頃
の運動が鍵だそうで、時間を見つけてはできるだけ体
を動かすようにしているそうです。この日はサチさんの
リードで、参加したみなさんとストレッチを行う場面も
ありました。美しいだけでなく、気さくな人柄と明るく
優しい話し方が印象的なサチさん。参加者もその魅
力にすっかり引き込まれた様子でした。

第2回目は「女性のHappyは、世界を変える」をモッ
トーに活動する社会貢献団体「lena's」（レナズ）代表
の小山敦子さんと、ファウンダー内田恭子さんがゲス
ト。小児病棟での読み聞かせや東日本大震災被災地
支援を行うお２人に、活動への思いを語っていただき
ました。

２人はもともとベビーマッサージの講師と生徒の関係。
この出会いをきっかけに、読み聞かせグループを立ち
上げました。2011年の大震災では被災地で支援活動
も。そんな中、2人は“何かしたいけれど、きっかけがつか
めない人”の多さを実感。「同じ思いの人を巻き込み、
一緒に何かをしよう」と、12年にレナズを発足しました。

現在はこれまでの活動に加え、「出会い・学び・社会貢
献」を軸としたチャリティーイベントを実施するなど支
援の輪を広げています。「育児と仕事、チャリティーの
両立が難しいと感じることも。でも、楽しいという気持ち
を忘れずにずっと活動していきたい」と話していました。

上質なライフスタイルへ導くスペシャルミーティング
仕事と家庭を両立しながら日々を送る女性たちにより豊かな人生を実現してもら

おうと、ライフスタイル向上のヒントをお届けする“L spoon.”毎回、さまざまな分

野で活躍する女性をゲストに迎え、トークセッションを行います。すてきな空間で

のランチと、知的探究心を満たすトークをお楽しみいただけます。

2つの新しいプロジェクト

2015.08.232015.07.26
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家元がお届けする

VOL.1
ファッションモデル 鈴木 サチさん フリーアナウンサー 政井 マヤさん

p r e s e n t e d  b y  I e m o t o

Annual

社会貢献団体

VOL.3
第3回目は、フリーアナウンサーの政井マヤさんがゲスト。
テレビやラジオ出演のほか、司会やコーディネーターを
務めるなど幅広く活躍する政井さんに、仕事や家族、故
郷メキシコへの思いを話していただきました。

政井さんは、メキシコと日本のハーフです。自らの育児を
「ラテン育児」といい、愛情をたっぷり表現し、ハグもたくさ
んするとか。日メキシコ交流年親善大使として活動し、テ
キーラ・マエストロの資格も取得した政井さんは「メキシ
コは多彩で複雑な国。もっとこの国の面白さを伝えてい
きたい」と話していました。

夫で俳優の前川泰之さんとの共演も話題ですが、やはり
照れがあるそう。また、フリーに転身後は心境の変化があ
り、「一期一会の思いで、出会えて良かったと感じられる
時間にするように取り組んでいます」と語りました。参加者
の質問にも丁寧に答え、石川は漆工芸が盛んなことから
えんじ色の衣装を選んだという政井さん。この日の会場
は、政井さんの持つ優しい雰囲気であふれていました。

2015.12.12



TRADER ASSOCIATION 家道 継承之会/家元会

「家道 継承之会」は、石川県内の家元の協力業者さまで構成する業者会です。会員相互の発展と個々の成長
を目指し、2011年6月に発足しました。2014年4月には、富山県内の協力業者さまでつくる「家元会」を発足。
日々、危険予知（KY）活動やモラル向上に努めるほか、新年会やバーベキュー、より良い現場づくりのために話
し合う意見交換会など、さまざまな行事を開催しています。

COMPANY EVENTS 社内イベント

1月5日
4月30日
5月10日
7月28,29日　

初詣（京都・伏見稲荷大社）
第6回定期総会

第14回金沢城リレーマラソン
名古屋研修

10月3,4日

11月29日
12月27日

第8回石川県チャリティー
100㎞歩行大会
第11回金沢検定
第2回感謝祭

家をつくり、そこに住む方の暮らしづくりのお手伝いをする家元。

リブランディングを機に改めて会社の在り方を見つめ、みなさま

により豊かな生活を送っていただけるよう、２つの新規事業を

立ち上げました。女性のライフスタイルのヒントをお届けする

「L spoon.（エルスプーン）」と、子どもの感性を育む木育プロジェ

クト「Kizuki」。2015年に開催したイベントの模様をご紹介します。

初詣（京都・伏見稲荷大社）初詣（京都・伏見稲荷大社） 名古屋研修名古屋研修

New Concept 「Be beauty.」　PV www.kanazawaiemoto.jp

Vol.1
「Kizuki」プロジェクトの第1弾のテーマは「空
の世界」。雲や虹など空にあるものを木の遊具
で表現し、子どもたちに楽しんでもらうことが目
的です。こども園の遊戯室を星や太陽をモチー
フにしたモビールで飾り付け、木製の玉を敷き
詰めた「木のプール」を設置、大型のカラフルな
積み木「虹のブロック」も準備しました。ブロック
やモビール、プールの枠など、プールに入ってい
る木の玉以外の遊具はKizukiスタッフの手づ
くりです。住宅建築時に出た余分な木材を材料
に、数ヶ月かけて準備してきました。
さて、イベント当日。準備を万全に整えたもの
の、初開催ということもあって、スタッフには「楽
しんでくれるだろうか」という一抹の不安があり
ました。でも、その心配は無用でした。こどもた
ちのキラキラとした笑顔。歓声を上げ、夢中に
なって遊ぶ様子に、スタッフ一同、「やった!」と
心の中でガッツポーズをしていました。協力いた
だいたみなさまには感謝の気持ちでいっぱいで
す。今後も「Kizuki」の活動をどんどん広めてい
きたいと思います!

木に親しみ、豊かな感性を育む木育プロジェクト

小さな木製の玉を水に見立てて、木枠の中に敷き
詰めた「木のプール」。子どもたちは寝転んで泳い
だり、木の玉をばしゃばしゃさせながら楽しんでい
ました。足裏で玉をコロコロしながらマッサージを
楽しむ保護者の方もいらっしゃいました。

1.「木のプール」
落ち葉や小枝、木の実を使ってお絵描きをする
ワークショップも大人気でした。マスキングテープ
で飾り付けたり、カラフルに着色したり。子どもた
ちは思い思いに想像力をふくらませながら、素晴ら
しい作品を次 と々完成させていました。

2.「ワークショップ」

高さの異なる丸太を白く着色した「雲の丸太」。上
に乗って遊ぶことを想定してつくった遊具なのです
が、子どもたちは丸太を横に倒して上に乗り、ぐら
ぐらと揺れを楽しむなど、こちらの想像を超えた遊
び方を次 と々うみ出していました。

3.「雲の丸太」
大きな積み木は、お城や家、携帯電話に。あちこち
で「ごっこ遊び」が繰り広げられていました。ドミノ
倒しに熱中するパパたちの姿も。木の手触りや、積
み木がぶつかる時に出る軽やかな音も心地よく、
木の魅力を五感で感じた一日でした。

4.「虹のブロック」

Kizukiは、「木」で家づくりを行う家元ならではの社会貢献活動です。木に親しん
でもらい、子どもたちの創造力や感性を育みながら自然への関心を深めてもらう
ことを目指しています。心が豊かに育った子どもは、きっとすてきな未来を築いてく
れる。Kizukiは、次世代のまちづくりも視野に入れた活動です。

2015.11.01
キッズアカデミー
太陽丘こども園さん

1 2

3 4

4月30日
1月31日
7月2日
8月2日
11月20日
11月28日

第3回定期総会
新年会

ボーリング大会
バーベキュー
ゴルフコンペ
意見交換会



野々市市郷町　2015.02.15

金沢市高尾台1-79　2015.07.06 金沢市武蔵町16-49　2015.11.22

金沢市東山1-25-5　2014.05.25

WORKS

STORE

IEMOTO MEMBER

代表取締役
会社名
事業内容

住宅新築　リフォーム　改装（店舗、テナント、事務所）
建設業
〒920-0831　石川県金沢市東山1丁目13番4号
TEL : 076-255-1201　FAX : 076-255-1202
〒930-0956　富山県富山市経堂新町1丁目43番
TEL : 076-421-1203　FAX : 076-421-1204
〒921-8051　石川県金沢市黒田1丁目280番
TEL : 076-269-1205　FAX : 076-269-1206

専門分野
職種
本社

富山営業所

意匠庵

白と黒のコントラストが際立つ外観は、異彩を放ち、人を魅了する。夜になるとライトアップされ、昼とはまた違った、
優しい表情となる。玄関は家の顔であり、来客はもちろん、家主をももてなしてくれる。

2015.06.25河北郡津幡町

リビングと中庭と和室が一体空間として構成されており、外部と内部の隔たりを無くしている。
天井も高く、縦と横両方の広がりを感じられる。

2015.01.27金沢市神谷内町

金沢市糸田　2015.07.05金沢市西金沢　2015.04.20 かほく市宇気　2015.08.25

津幡町清水イ107-1　2010.11.30
まつなが接骨院

金沢市沖町イ31　2011.03.10
Barl

金沢市吉原町ホ47　2012.08.23
あしびＣＡＦＥ

金沢市鞍月4-188　2013.05.15
ａｎ牛

金沢市長町2-2-3 　2013.05.23
阪神調剤薬局

金沢市片町2-25-3 5F　2013.06.7
Bordeaux

金沢市浅野本町ロ114-1　2013.07.15
龍苑

河北郡内灘町ハマナス2-36
2014.03.21

アルソア静蘭
金沢市弥生町2-7-23　2014.06.30
auショップ有松店

金沢市寺中町イ93-3　2014.10.27
きたえる～む金沢大徳

金沢市田上町10-10
アクティブリーフⅠ-101　2015.02.07

カレイド美人
金沢市神谷内二74-3　2015.04.19
鳥珍や

金沢市高尾台1-79　2015.07.06
きたえる～む高尾台

金沢市涌波町　2015.09.01

河北郡津幡町　2015.03.15 金沢市土清水　2015.03.23

きたえる～む高尾台 Jai faim（ジェ・ファン）

金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢B1F 2015.10.17ひがしやま酒楽 吟の小判

富山市太田　2015.03.21
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TAKAKO
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MATSUDAIRA
HIROTAKA

HIRANO
KAZUMI

OOSHIMA
TADAYUKI

TAKAYANAGI
RYUYA

羽田和政（はたかずまさ）
株式会社　家元
建築設計施工管理・空間デザイン
【新築】戸建・集合住宅　店舗・オフィス
【リフォーム】戸建・集合住宅　店舗・オフィス
　　　　　 町家リノベーション　寺社仏閣・病院・クリニック
【不動産】土地・建物斡旋
【プロジェクト】L spoon.　Kizuki　金沢家屋プロジェクト
【部活動】金澤文化部　富山文化部

完成した施工事例の一部をご紹介しております。施工事例

スタッフ

店舗

2016


