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住まいに関するあれもこれも・・・
いろんなお役立ち情報を まとめてお届けします！！
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家を守る

よく間違えられるイモリとヤモリ。
ヤモリは陸で生活する爬虫類です！

減りゆく家守

都市部では見かける機会が少なくなって

すよね。個人的には、可愛いな～と思う

しまった『ヤモリ』。日本では昔からヤ

のですが…。

モリのいる家には悪いことは起きないと

昔から私たちにとって身近な存在だった

信じられ、ヤモリは「家の守り神」とさ

ヤモリ。しかし最近では西日本のいくつ

れてきました。

かの都道府県で準絶滅危惧種として指定

漢字で書くと“守宮”又は“家守”。

されている種類もいるんだとか。

ヤモリは家の内外の壁などに張り付き、

ヤモリの他にも、家にいると“縁起がい

害虫などを食べる有益な生き物です。攻

いとされる生き物”の個体数が減ってい

撃性も低く、人に害は与えないのですが

るという話をよく聞く気が…。

それでもやっぱり苦手という人も多いで

なんだか悲しいと思う今日この頃です。
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畳

～敷き方にルールがあります～

最近では、和室のない住宅が増えていますが、畳に寝転がってお昼寝なんて気持ち良いですよね。

954

1650

1757

1820

1909

畳の良さは以前にもご紹介しましたが、畳の敷き方には、いろいろなルールがあるのをご存知ですか？

910

879

750

畳の大きさは地方によって違い、東へ行くほど小さく

畳の敷き方にも決まりがあります。

なります。昔は、関西方面では、家は畳の大きさを基

通常の敷き方を祝儀敷きと言います。畳の角が一カ所

にして作り、関東方面では先に家を作ってから、その

に集まらないようにする敷き方です。

家の柱から柱の間を１間として畳を作っていたからと

昔は、不幸事が起きた時は、畳を２枚以上の畳を並べ

いう説があります。

て平行に敷く不祝儀敷きに変えていたそうです。

出入口

出入口

出入り口に対しては、横になるように畳を敷きます。

床の間がある場合、床の間に対して畳の縁を直角（床

これだと部屋に入った時、畳の目の方向と足を運ぶ方

刺し）に敷いてはいけません。上座である床の間の前

向が同じなので、畳が傷みにくくなります。昔は、畳

の中央に縁があると見た目が悪いことと、そこに座る

は、とても高価なものでした。少しでも長持ちするよ

主客が床の間の掛け軸や生花を鑑賞する際に、座った

うにと考えられた敷き方です。

まま膝を滑らすことができないためです。

ちょっと一息

英単語クイズ

ちょっと一息、リフレッシュ♪英単語クイズです！テーマは【夏の風物詩】みなさんは、いくつわかりますか？

①goldfish

②shaved ice

③sunflower

④watermelon

⑤fireworks

⑥heatstroke

－ヒント－
①たくさん取れるかな？ ②お祭りには、欠かせません！ ③夏の花といえば・・・
④四角いものもあるみたい(^O^) ⑤た～まや～♪ ⑥ならないように気をつけましょう！
答えは・・・４ページへ！
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打ち水

夏の涼を得る昔からの知恵

日本では昔から、暑い夏に涼しさを得る

まいてから地面が熱せられることが無い

ため、“打ち水”という知恵がありまし

ので、涼しさが維持されます。打ち水を

た。打ち水とは、その名のとおり地面に

する場所＝玄関先というイメージがあり

水を打つ（まく）こと。水をまく姿が涼

ませんか？

しげという感覚的な効果だけではありま

熱気は、大きな窓があるベランダ際から

せん。まいた水が蒸発する時に、地面や

も入ってくるので、ベランダに打ち水を

大気の熱を奪い、地面や空気を冷やし、

するのも効果的です◎

気温が下がるのです。この涼をもたらす

日本各地で、一斉に打ち水をする「打ち

打ち水、いつ水をまいても効果があると

水大作戦」をご存知ですか？

いうわけではありません。昼間の日向に

毎年、推定６００万人以上が参加してい

打ち水をしても、一瞬で水が乾いてしま

るのだとか！ヒートアイランド対策の効

います。蒸発する時の水蒸気で湿度が上

果もあるそうです。“打ち水をする”と

がり、返って不快度が増すことも…。比

いう簡単なことが、大きな事へとつなが

較的涼しい午前中か夕方の日陰にまくの

るステキな活動ですね♪

がおすすめです。特に夕方の打ち水は、

鳥害

保水性のあるタイルをベランダに！
打ち水の効果が維持でき、涼風を運
んでくれます。強い日差しの照り返
しから植物を守り、夏枯れ対策にも
効果的ですよ♪
清涼バーセアMTシリーズ／TOTO

打ち水大作戦HP：http://uchimizu.jp/

～都市部で被害が増えています～

個人が無許可で駆除・捕殺することは
法律で禁じられています。
鳥獣保護及び狩猟の適正に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/
H14/H14HO088.html

クールシェア

近年、都市化現象や環境変化の影響によ

による糞害が増え、深刻な問題になって

り都市部や住宅地では、カラスやハトな

います。ハトの糞の中には菌が存在し、

どの数が増加し、その被害に悩まされる

乾燥した糞の中で繁殖します。飛散した

ケースも増えています。カラスはとても

糞を吸い込むと、風邪に似た症状の病気

頭が良く、用心深い鳥です。雑食性で、

になります。免疫力が落ちていると、死

人間が食べるものは何でも食べます。ゴ

に至るケースもあるのだとか…。

ミ収集日の朝、カラスが袋を破り、ゴミ

ハトは、帰巣本能や縄張り意識の強い鳥

を食い散らかしているなんてことよく見

です。ベランダに積み上げた荷物と壁の

かけます。子育て中の今の時期には、ヒ

隙間は、巣作りの最適な場所になりま

ナを守るために、巣に近づく人やペット

す。室外機のまわりなど狭い隙間や、屋

に攻撃してくることもあります。威嚇さ

根の梁に巣を作る場合も。ベランダに物

れたら、それは近くに巣がある証拠。刺

をたくさん置いていませんか？定期的に

激しないよう静かに通りすぎましょう。

掃除をしないと、ベランダをハトに占領

傘をさすのも有効な防除方法です。

されてしまうなんてことになりかねませ

最近では、カラスによる被害以上にハト

んよ（＞＿＜）

みんなで分け合いましょう♪

地球温暖化が深刻化し、「クールビズ」

をやめて、みんなで涼しい場所で過ごそ

という働きが始まったのは、平成１７年

う！というのが、クールシェア。

のこと。その後、東日本大震災での電力

例えば、家にいるときは、みんな同じ部

不足問題を経て、家族や地域で楽しみな

屋に集まって過ごす。公園など自然がた

がら節電をする“クールシェア”という

くさんある涼しい場所で過ごす。図書館

働きが広まっています。

などの公共施設を利用する。などなど方

夏の暑い日、エアコンをつけずにはいら

法はさまざま。大阪府では、【家族でお

れませんよね。そのエアコン、なんと家

出かけ節電キャンペーン】と称して、い

で消費する電気の半分以上を使っている

ろんなところで、お得な特典や割引がう

のです。そこで、ひとり一台のエアコン

けられるサービスもあるんですよ♪

【家族でお出かけ節電キャンペーン】
http://www.pref.osaka.lg.jp/
chikyukankyo/setsuden/
26odekake.html
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身のまわりのアレやコレ！

収納に必要な寸法は？

快適な住まいづくりで１番重要なことは、“収納計画”といっても過言ではありません。
住まいに関する不満で、必ずといっていいほど上位にくるのが“収納スペース”に対する不満。
ただ大きければ良いというわけでもありませんし、数が多ければいいというような簡単なものでもありません。
大体の目安として、必要な収納スペースは、その室の床面積に対して１０～２０％程度とされています。
最近では、ウォークインクローゼットや玄関収納・パントリーなど、その場所にあわせた収納計画も一般的になっています。
ところで、その収納・・・そこにしまう物にあわせた広さを計画できていますか？
「とにかく収納をたくさん」といって収納スペースを確保しても、
しまうものによっては、ただ使いにくいだけ・・・という収納スペースになってしまうかもしれません！

例えば・・・標準的なクローゼットの寸法は、奥行きが９０ｃｍなのですが、

最近では定番になりつつある

実は、この９０ｃｍの奥行きは布団などを収納しない場合には、デッドスペー

ウォークインクローゼットも…

スが出来てしまい意外と使いにくいサイズなのです。

よく見られるクローゼットの寸法

（※柱の芯々寸法）

ドアの位置、形、
収納用品の配置な

洋服を収納するのなら、奥行きは、

ど…どれを取って

７５ｃｍあれば十分です！！

も難しい！
中途半端な広さな
ら、壁面収納の方
がよかったなんて
場合も・・・。

収納計画で失敗しないためには、とにかく測ること！！

参考に…身のまわりのものの必要な奥行きは？
90ｃｍの奥行きがいるのは布団くらい…

とにかくなんでも測ってみてください！
測ったあとは、何をどこにしまうのかを書き
出してみましょう。どうしてもスペースが確
保できないのなら、持ち物を減らすことも検
討してみるのも◎

文庫本
グラス等

CD・DVD

書籍・靴

食器･調理器具
たたんだ服

衣類
(吊るす場合)

なかなか根気のいる作業

ですが、快適な住まいへの第一歩です♪

～英単語クイズの答え～
①金魚

②かき氷

③ひまわり

④すいか

⑤花火

⑥熱中症

まだまだ、暑い日が続きます。 Be aware of heat stroke！

新築・リフォーム・住まいのことなら！
アルシュでは、ご自宅を公開していただけるお客様を募集しておりま
す。ご自宅にお伺いしての写真撮影・インタビューなどに、ご協力を
お願いします。また、楽しくなるようなひらめきや工夫でＥＣＯライ

株式会社

アルシュ

〒564－0063

arche

吹田市江坂町1丁目9番17号

フを楽しんでいる方のお話なども募集しております。その他ご質問や

ＴＥＬ : ０６－６３８０－５４２０

取り上げてほしい話題・住まいに関する疑問、我が家のペット自慢

ＦＡＸ : ０６－６３８０－５４２１

等々、是非お気軽にお寄せ下さいませ。

Email : arche@blue.ocn.ne.jp

皆様からの、率直なご意見・ご感想
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お待ちしております。

http://www.arche-arche.net

