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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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よく遊んでいたアレが絶滅危惧種！？
【オナモミ】
鋭いカギ状の
棘が特徴

【オオオナモミ】
棘が密に生えて
いるのが特徴
本当に、よく似ています。

子供の頃、草むらで遊ぶと服についてい

２００７年。ほぼ５年おきに公表され、

たひっつき虫。正式名称はオナモミとい

２０１２年のレッドリストにも掲載され

います。たくさん集めて、友達の服に投

ています。関西では、すでに絶滅してい

げて遊んだりしましたよね。そのひっつ

るとも…！その原因のひとつが、外来種

き虫が絶滅危惧種に指定されているのを

オオオナモミ。オオオナモミは、日本生

ご存知ですか？

態学会で、侵略的外来種ワースト１００

絶滅危惧種とは、絶滅危機に瀕している

にも選定されているほど。ただ、このふ

種（Ⅰ類）と絶滅の危険が増大している

たつはとても似ていて、図鑑でも間違っ

種（Ⅱ類）を合わせて言います。ひっつ

て載せていることもあるのだとか。

き虫ことオナモミが、初めて絶滅危惧Ⅱ

もしかすると、子供の頃に遊んだひっつ

類としてのレッドリストに載ったのが、

き虫はオオオナモミだったのかも…？
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グッドデザイン・ロングライフデザイン賞
よいデザインの指標で知られる「グッドデザイン賞」。
このグッドデザイン賞に選ばれたデザインの中から選ばれる“グッドデザイン・ロングライフデザイン賞”を知っていますか？
ロングライフデザイン賞は、長年にわたり人々から愛され、支持されてきたデザインに贈られます。
『私たちの生活を築き、今後もその役割を担い続けて欲しいデザイン』がロングライフデザイン賞を受賞できるのです。
２０１４年は、セメダインや森永ミルクキャラメルのパッケージデザイン、プレイステーションのコントローラーなどが受賞し
ています。どれも、私たちが必ず見た事のあるデザインで、長年愛されてきたものばかりです。
２０１５年の、審査対象が発表されました。今年は、どんなデザインが受賞するのでしょうか・・・？
約９０点

■ ２０１５年の審査対象 ■

【発表は９月２９日】

● ２０１４年の受賞デザイン ●

アロンアルファ

ドクターグリップ

修正液

でんぷん糊

セメダインＣ

森永ミルクキャラメル

東亞合成

パイロット

ぺんてる

ヤマト

セメダイン

森永製菓

【ＧＯＯＤ

ユニットバス

ＤＥＳＩＧＮ

ＡＷＡＲＤ】http://www.g-mark.org/

誕生の鍵は東京オリンピック
現在、住宅の浴室といえばユニットバスがほとんどを占めています。
なんと、そのユニットバスを世界で最初に実用化したのは日本。
そして誕生のきっかけは、１９６４年に開催された東京オリンピック
だったのです。
東京オリンピックに向けてたくさんの施設が作られ、工事量が莫大に
なり建築業界は大変な人手不足に陥りました。観光客の宿泊施設とし
て建築されたホテルニューオータニは、１７階建てで全１０５８室。
客室の浴室をひとつ作るのに１カ月以上、１０００室以上のホテルを
建築するには３年かかると言われていた当時、工事期間は１７カ月し

【世界初のユニットバス】

かありませんでした。

工事を短縮させるためには、浴室工事の短工期化と浴室の軽量化が必要。
この浴室のプレハブ化を依頼された東洋陶器（現在のＴＯＴＯ）は、あらかじめ工
場で器具や給排水管を組み込んだユニットを現場に運び、備え付けた後に天井など
を組み立てる『セミキュービック方式のユニットバス』を開発しました。
この浴室のプレハブ化で、一部屋あたりの工期がわずか数時間に短縮され、１０４
４室の浴室が５ケ月で完成したのです。
到底無理と言われていたホテルも、ぎりぎりオープンに間に合いました。
東京オリンピックという大きなイベントが、ユニットバスの原型を生み出し、そし
て今に引き継がれることになったのです。
ＴＯＴＯにも現存していなかった当時のユニットバスが、ニューオータニのオフィ
スフロアにあるのが見つかり、技術開発の歴史を伝える貴重な資料として本社（北
九州市）に移し、今年８月にオープンしたＴＯＴＯミュージアムの資料館で展示、
一般公開をしています。
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便器には、１９６２年～６９年に
使われていた東洋陶器のロゴが刻
印されています。
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めんどくさいな～。

秋・冬へ向けての衣替え

もう夏も終わり。秋服を出し始める季節

夏物の洋服は、汗や紫外線で痛みやすく

になりました。この時期、皆さん億劫な

薄手の生地が多いので型崩れもしやすい

のが“衣替え”ではないでしょうか。

ものです。来年も着られるか？十分な検

衣替えのコツは、一気にやろうと思わな

討が必要です。その後、気温に合わせて

いこと。秋冬の衣替えなら、３段階くら

羽織り物→薄手のニット→厚手のニット

いにわけてやれば１度の作業も少なくて

→コートと、冬服へ移行していきます。

済みます。一気にやってしまうと、入れ

小分けにすれば、入れ替えの作業が楽に

替えるタイミングも難しい上に、かなり

なるのはモチロン、クリーニングや洗濯

の作業量になるので、手を抜いてしまい

なども少しずつできるので負担も軽くな

がち。まずは、秋分を過ぎたくらいに、

りますよね。

夏素材のものや夏の柄などの盛夏用の服

普段は、休みの日に一気に片付けてしま

は、しまいましょう。この時に、きちん

う衣替え。今年は少しずつ丁寧な衣替え

といらない服は処分してしまいます。

を、心がけてみてはいかがでしょうか。

ハチの活動時期にご注意を！

蜂の巣を見つけても、あわてずに。
去年の巣が残っていた！なんて場合も

蜂は、冬は冬眠し、春から秋にかけて活

チです。スズメバチは種類によって攻撃

動します。比較的、大人しいと言われる

性の高まる期間に差がありますが、概ね

アシナガバチの攻撃性が１番高まるのは

７～１０月にかけて攻撃性が高くなりま

７～８月にかけて。スズメバチやミツバ

す。蜂は基本的には刺激しない限り攻撃

チと比べて巣も小さめで、働き蜂の数も

はしてこないのですが、巣の中の蜂の数

少ないのが特徴です。もう活動時期も終

が最大になる９～１０月は、近づくだけ

わりに近づいているので、人通りの多い

でも攻撃してくる可能性があるので注意

ところ以外は、必ず駆除しなければいけ

が必要です。今の時期、スズメバチの巣

ないということもありません。

をみつけてしまった場合は、注意が必要

そして、今の時期に危険なのがスズメバ

です。できるだけ早く対応しましょう！

意外と知らない？布団の干し方
人生の３分の１を過ごすと言われている

カバーやシーツをかぶせましょう。

布団の上。

ダニは６０度以上で死滅すると言われて

みなさんは、布団を正しく

干せていますか？

いるので、色の濃いシーツなどで布団内

とりあえず「晴れた日に干しておこう」

部の温度を上げるとさらに効果的です。

なんて感じで干している人も多いのでは

面倒でも、途中で裏返してきちんと両面

ないでしょうか。正しく干さないと、布

を日に当てるようにしましょう。

団の寿命が縮まってしまう場合も…。

午後３時以降になると、湿度が高くなっ

素材によっては、日光に弱いものもある

てしまうので、それまでに取り込むのが

ので注意が必要。取扱表示をしっかり確

ベスト。布団をたたくのはＮＧというの

認することが大切です。

は随分知られるようになりましたが、取

干すのにベストな時間帯は、午前１０時

り込んだ後に、掃除機をかけると◎

から午後２時の間の１番日光の強い時。

外に干せない日が続く場合は、部屋で干

まず初めに干す面は、湿気のたまりやす

しておくだけでも十分です。

い敷布団の下面です。

正しい布団の干し方をマスターして、快

干す際には、日焼けなどを防ぐために、

適な睡眠を！

カバーは、ホーム
センターやネット
などで購入できま
す。できるだけ濃
い色で通気性の良
いものを！

日中お家にいない
人には、ふとんク
リーナーが１番良
いのかも・・・
ｒａｙｃｏｐ／
レイコップＲＳ
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京都発のテキスタイルブランド

「ＳＯＵ・ＳＯＵ」の魅力

テキスタイルと聞くと、北欧発の『マリメッコ（ｍａｒｉｍｅｋｋｏ）』を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし、ここ数年、日本発のテキスタイルブランドが人気急上昇中なのです。
日本の京都発、和のテキスタイルブランド『ＳＯＵ・ＳＯＵ（ソウソウ）』。
由来は、日本人が無意識のうちに使っている「そうそう」という言葉からなのだとか。
そして、ＳＯＵ・ＳＯＵのデザイナーを務めるのが、脇坂克二さん。
実は脇坂さんは、北欧のマリメッコ、ＮＹのラーセン、日本のワコールでのデザイナーの経歴を持つ凄い方なのです。
みなさんも、知らないうちにどこかで脇坂さんのデザインを目にしているかもしれません。
ＳＯＵ・ＳＯＵの実店舗は京都、青山、サンフランシスコにしかないのですが、最近ではユニクロとコラボした商品を出してい
たり、雑貨屋などでの取扱いが増えてきているので、見たことのある方も多いかも…？

ＳＯＵ・ＳＯＵは、海外のコピーではなく、“日本の伝統をきちんと見つめ直す”という発想から生まれたブランド。
江戸時代なら江戸時代の、明治時代なら明治時代の柄や色遣いがあったように、「平成という時代ならではの柄」を創ろうとい
う想いが込められています。
かわいい柄の足袋下や手ぬぐい、和装小物はもちろん、洋服や生活雑貨まで。
更に、メンズ・レディース・キッズ向けの商品まで豊富な品ぞろえで私たちの生活に彩りを与えてくれること間違いなし！
京都にお出かけの際には、ぜひ足を運んでみてほしいお店です。
とにかく種類が豊富！必ずお
気に入りが見つかりますよ♪
▼こども衣類の店舗
【ＳＯＵ・ＳＯＵ わらべぎ】

足袋下は、男性用・女性用・子ども用があるので、
家族で柄を揃えたりもできます！
季節の柄などもあり、種類がとても豊富♪

『ＳＯＵ・ＳＯＵ

見たことあるかも・・・？

ＫＹＯＴＯ』

脇坂さんのマリメッコでの
代表作 「Ｂｏ Ｂｏｏ」

京都市中京区新京極通四条上ル中之町

１９７５年の発表から人気
を博し、現在でも定番の柄
として親しまれています。

※アイテムごとに店舗がわかれています
足袋・着衣・傾衣・伊勢木綿

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

