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地域情報 

柏柏柏柏    

流山流山流山流山    

青春の歌や懐かしい童謡、素晴らしい名曲の数々をピアノ

やバンドの生演奏で歌って楽しむイベント。 

問)アミュゼ柏 ℡04-7164-4579 

平成 28 年 8 月 20 日（土）※雨天時は 8/26 に延期 
場所 流山市流山 1〜3 丁目池先江戸川堤 

開場 13：30 開演 14：00  場所 アミュゼ柏クリスタルホール 

地域の情報をお届け！ 

各イベントについてのご質問は、

各問合せ先にお願い致します。 

市制施行 50 周年・第 40 回流山花火大会 

江戸川の広大な河川敷で開催。花火と音楽がシンクロす

る「流山スカイミュージカル」がみどころ。 

問) 流山本町・利根運河ツーリズム推進課 ℡04-7168-1047 

おすすめリフォーム 
住まい住まい住まい住まいのののの    

お得 

情報情報情報情報    OgawaOgawaOgawaOgawa いちいちいちいち押押押押しししし！！！！今今今今、、、、おススメのリフォームをごおススメのリフォームをごおススメのリフォームをごおススメのリフォームをご紹介紹介紹介紹介！！！！    

平成 28 年 8 月 25 日（木） 
歌って健康！歌声サロン 

普段普段普段普段見見見見ることることることることののののできないできないできないできない““““住宅住宅住宅住宅のののの要要要要””””大公開大公開大公開大公開！！！！    

 見学会見学会見学会見学会会場会場会場会場【【【【松戸松戸松戸松戸モデルハウスモデルハウスモデルハウスモデルハウス】】】】MAPMAPMAPMAP    

カーナビでお越しの際は【松戸市松戸市松戸市松戸市小金小金小金小金原原原原 5555----2222----12121212】と
入力してお越しください。    

見学会見学会見学会見学会会場会場会場会場    
モデルハウスモデルハウスモデルハウスモデルハウス    
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見学会見学会見学会見学会会場会場会場会場    
モデルハウスモデルハウスモデルハウスモデルハウス    

【Ogawa 安心、安全の秘密】 

将来の間取り
変更を視野に
入れた工法 

高い安全性を
誇る、木造ラ
ーメン構造 

地震対策！ 
通常以上の 
丈夫な基礎 

その他の秘密は、ぜひ会場にてご確認ください 

前売 1000 円／当日 1200 円 

骨組骨組骨組骨組見学会見学会見学会見学会    

バリアフリー工事で補助金が出るってご存知ですか？ 

介護が必要になった場合、住まいのバリアフリー化は
大きな課題となります。介護をされる方、する方、 
皆さんが豊かに過ごせるようにバリアフリー工事に 
補助金が用意されています。 
小川工務店でも助成金を使用しての工事が可能です。 

【【【【補助金補助金補助金補助金対象対象対象対象となるとなるとなるとなる方方方方】】】】    
●介護保険要支援 1.2 

  要介護 1～5の認定を受けている方 
●ご自宅で生活されている方 

  （入院中の方の場合、退院が確実で退院後の生活のために、 
あらかじめ住宅改修工事の必要がある場合は対象となります。） 

【【【【対象対象対象対象となるとなるとなるとなる工事工事工事工事】】】】    

★★★★手手手手すりすりすりすり取付取付取付取付    ★★★★段差段差段差段差解消解消解消解消    ★★★★引引引引きききき戸戸戸戸へへへへ扉扉扉扉のののの取替取替取替取替    

★★★★洋式便器洋式便器洋式便器洋式便器等等等等へのへのへのへの便器取替便器取替便器取替便器取替    ★★★★滑滑滑滑りりりり防止防止防止防止、、、、移動移動移動移動のののの円滑化円滑化円滑化円滑化
等等等等のためののためののためののための床床床床、、、、通路側通路側通路側通路側のののの
材料替材料替材料替材料替ええええ    

【【【【支給支給支給支給限度額限度額限度額限度額】】】】    
●住宅改修費 
1 件あたり 20 万円まで（自己負担 1割） 

例）25 万円の工事…支給額 18 万円/自己負担 7万円 
     15 万円の工事…支給額 13万 5 千円/自己負担 1万 5千円 

バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー    

工事工事工事工事、、、、補助金補助金補助金補助金にににに    

ついてついてついてついて、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽にににに    

おおおお問合問合問合問合せせせせ    

くださいくださいくださいください。。。。    

階段・廊下・トイレ 
などに介護用として 
取り付ける方が増えて
います。 
また、浴室や 
屋外もオススメ。 

ほんのわずかな段差の
ために外出を控えるな
どの悩みを解消。 
家族みんなが 
うれしい 
リフォーム。 

軽い力で戸が開く 
ので、高齢者だけ 
でなく家族みんなが 
使いやすい。 
車椅子でも出入り 
しやすい。 

和式便器から洋式便器へ 
変更することで、立った
り座ったりといった、 
動作をもっと楽に 
することが可能。 

転倒の原因になる滑りや
すい床を、滑りにくい素
材に替えることも可能。
ご利用者様に合わせた 
提案をさせて頂きます。 

長く安全に住むために、家造りで最も大切

な骨組。家造りを考え始めたらぜひとも確

認しておきたい場所です。 

完成してからは確認することのできない骨

組を、実際に目で見て安心、納得してみま

せんか。 



 

 

小川工務店の新しい試みである「松⼾八ヶ崎モデルハウス」が 
上棟を迎えました。9 月完成に向けて作業中です。 
！ 

新築を工務店で建てるメリットは？リフォームをどこに頼んだらいいかわからない、そうお考えの方は多いのではないでしょうか？私ども工務店は住宅の

構造について熟知し、お客様それぞれにピッタリの住まいづくりをご提案しています。 

この地で長年にわたり、まじめに家づくりを行ってきた私どものモットーはズバリ「安心」。今までもこれからも安心して私どもにお任せください。 

 
●小川工務店の最新施工例をご紹介します！ 

工務店だからこそできる住まいづくり。 

 

実例実例実例実例紹介紹介紹介紹介 01010101    実例実例実例実例紹介紹介紹介紹介 00002222    

無料無料無料無料    
相談相談相談相談    

承承承承りりりり中中中中！！！！    

「希望のリフォームはいくら位かかるだろう？」「工期は？」 
どんな些細なことでも、まずはお気軽にお電話下さい。 
あなたのご希望に叶うプランをご提案させていただきます。 

おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの事事事事なななならららら    
なんでもおなんでもおなんでもおなんでもお気軽気軽気軽気軽にににに    
おおおお問合問合問合問合せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！    

●お客様のご要望： 

壁付のキッチンは、お料理中に

家族との会話がしづらいのが

不満！「「「「家族家族家族家族とのとのとのとの距離距離距離距離がががが縮縮縮縮まままま

るるるる対面対面対面対面キッチンキッチンキッチンキッチンににににリフォーリフォーリフォーリフォー

ムムムム」」」」！！！！ 

●お客様のご要望： 

別の場所でやっていた美容室

を自宅前の駐車場へ移設。 

「「「「動動動動きやすいきやすいきやすいきやすい導線導線導線導線ののののアンティアンティアンティアンティ

ークークークーク調調調調美容室美容室美容室美容室へへへへ！！！！」」」」    

●柏市  K 邸  

増改築工事 

●柏市  K 邸  

内装工事 

●松戸市 K 邸 

 ﾏﾝｼｮﾝﾌﾙﾘﾌｫｰﾑ工事 

●柏市  F 邸 

 戸建ﾌﾙﾘﾌｫｰﾑ工事 

●柏市  S 邸 

 中古住宅ﾘﾌｫｰﾑ工事 

●松戸市 O 邸 

 耐震ﾘﾌｫｰﾑ工事 

【工事内容】 

店舗増築工事 

 

【工期】約二ヶ月 

船橋船橋船橋船橋市市市市    DreamDreamDreamDream 様様様様    

■■■■OgawaOgawaOgawaOgawa のご提案のご提案のご提案のご提案    

①壁面に向いていたキッチンを

リビングに向け、対面キッチンへ

と変更。家族との会話やテレビを

楽しむことが可能に。 

②キッチンの前には、カウンター

を造作。食事や会話などをカフェ

スタイルで楽しむほか、調理した

料理の一時置場など便利に使う

ことができます。 

■■■■OgawaOgawaOgawaOgawa のご提案のご提案のご提案のご提案    

①自宅前の店舗ということで、外

観はスッキリと。入りやすい見た

目と周りとの調和を考えました。 

②カットスペースは鏡を挟んで

対面にすることで、他の人の視線

が気にならない設計に。 

③限られたスペースを最大限に

有効利用し使いやすいお店を目

指しました。 

松戸八ヶ崎モデルハウス上棟！ 

柏柏柏柏市市市市    KKKK 様様様様    

そのそのそのその他工事中他工事中他工事中他工事中のののの現場現場現場現場！！！！    

【工事内容】 

キッチン改修 

・キッチン改修 

・カウンター増設 

 

【工期】約 2 週間 

晴天に恵まれ、上棟の日を迎えました。 
今後も事故のないよう作業を進めます。 

【完成予想図】 
新築モデルハウスとリフォームの受付を
⾏う新しいスタイルの店舗となります。 

Before 

After 




