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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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り抜けなど。「今年はどこで見ようかな？」
と考えてる間も楽しいですよね。
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今年は万博記念公園の桜まつりに初めて行っ
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てきました。曇り空だったのは残念でしたが
１番近くはどこにある？
公衆電話の場所知っていますか？

暖かく、見事に満開の時期に見に行けたので
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とってもキレイで大大大満足の１日でした♪
（屋台で食べ過ぎてしまいましたが・・・）

内装床材の基礎知識
木質フローリング編
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桜

カッパのマークでお馴染みの黄桜
は、鬱金桜のこと。
社長が大好きな花だそうです。

その種類は６００以上

先月号ジャーナルでご紹介した桜の開花

にオオシマザクラとエドヒガンを掛け合

日が予想できる４００℃・６００℃の法

わせて作ったもの。幾重にも重なった花

則。みなさまの予想は当たりましたか？

びらが美しい八重桜や、京都府の府花に

桜は大きく分けると、山で自生する野生

指定されているしだれ桜なども品種改良

の「山桜」と、品種改良された「里桜」

された里桜の一種なのです。

とに分けられます。これらの種類を合わ

黄色い花を咲かせる鬱金（ウコン）とい

せると６００種類以上の桜が確認されて

う桜もあります。つぼみの時は紅色なの

いるのだとか！桜の品種改良の歴史は古

に、咲いた花の色は透き通るような萌黄

く、平安時代から行われていたと考えれ

色。その色が、ウコンの根茎で染めたよ

らています。日本の桜の８割を占めると

うな色だということから名付けられたそ

言われているソメイヨシノは、江戸時代

うで、別名黄桜とも言います。
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庭

場所によって違いがあります

すっかり暖かくなり、緑が花が美しい季節になりました。ガーデニングを楽しみたい季節ですよね。
庭は設けられた場所によって、主庭・前庭・中庭・裏庭・園路の５つに分かれています。

主庭

中庭

住まいの中でも最も格式の高い座敷や客間、リビング

建物や塀で三方、又は四方を囲まれた庭。採光・風通

などに面して造られるメインの庭。

しには特に注意をしなければいけません。

庭全体に何らかのテーマを作ることが、まとまりのあ

目的と用途に応じて、和風の坪庭や洋風のコートヤー

る景色になるポイントです。

ドがあります。

【画像参照】ガルテン・ブログ http://gartenblog.jp/

【画像参照】photo AC http://www.photo-ac.com/

前庭

裏庭（サービスヤード）

園路

門周りから建物の玄関までにある庭。

台所・風呂場などに面していることが

庭に向かうまでの通路や庭の中の小道

家にお客様を迎えた時、最初に目にす

多く、生活の場として勝手口付近に設

のことを言います。通路としての機能

るところ。つまりその家の顔となる場

けられ、サービスヤードとも呼ばれて

性とともに、庭の施設としての景観性

所です。アプローチが視点となるので

います。洗濯物やふとんを干す・ゴミ

を考慮しなければなりません。配置や

歩きながら景色が変わることを活かし

置き場・物置を作るなど、実用的かつ

材料は庭の目的を明確にしてから決め

た庭つくりにしましょう。

機能性を考えたつくりにしましょう。

ましょう。

アルシュ施工事例：吹田市Ｙ様邸

【画像参照】photo AC

【画像参照】Free Photo

http://www.photo-ac.com/

難読地名

http://www.fphoto.info/

あなたはいくつ読めますか？

地元の人は読めて当然。でもそうでない人には、なかなか読めない難読地名。
今回は大阪府の難読地名です。あなたは、いくつ読めますか？（答えは４ページ）

①阿 保

②石 町

③河堀口

もちろんそのままでは

なんでわざわざ

今は駅名だけに

ありません

そう読むの？！

なっています
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④ 毛 人 谷 ⑤ 遠里小野
雪男が住んでそう…

万葉集に登場しています
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カーテンのお手入れ時期
私たちの生活にかかせないインテリア用

れは水洗いでキレイになるので手洗いや

品のひとつ「カーテン」。気軽に交換し

自宅の洗濯機で洗えます。

てお部屋のイメージを変えられる優秀な

しかし、タバコのヤニなどの油溶性の汚

アイテムです。カーテンのお手入れは、

れはドライクリーニングに出すのがおす

どれくらいの頻度でされていますか？

すめです。また、雨の日などに窓際に洗

カーテンの理想的な洗濯頻度は、厚手の

濯物を干す習慣のある場合は注意が必要

ドレープタイプで年１回、薄手のレース

です。知らないうちにカーテンにカビが

タイプで年３回程と言われています。あ

はえる原因を作ってしまっているかもし

くまで目安なので、ご家庭の環境によっ

れません。もともと結露しやすい窓にか

最近は機能性の高いカーテンも増え

てはそれ以上の頻度でのお手入れが必要

けられているものなので、カーテンは基

ています。カーテンを変えるだけで

になってきます。

本的にカビが生えやすいものという認識

お部屋の印象もガラッと変わります

カーテン購入の際に、洗いやすいウォッ

もお忘れなく。一見キレイに見えても、

よね。季節に合わせてカーテンを入

シャブルタイプのものを意識して選ぶこ

実は汚れているカーテン。正しくお手入

とも大切です。ホコリなどの水溶性の汚

れをして春をむかえましょう！

れ替えたりできると素敵ですよね♪

本音と建前

上棟式の始まり

人の感情と態度の違いを言った「本音と

つこの事を口外するか分からないという

建前」という言葉。この言葉にまつわる

疑心暗鬼に駆られ、自分の恥が表沙汰に

悲しいお話があるのです。

なるのを恐れ、妻を殺してしまいます。

昔、とても腕の良い棟梁がいました。そ

正気に戻った棟梁は自分の犯した罪を悔

の棟梁が建前（上棟）の前日に玄関の柱

やみ、未来永劫、弔うと誓い、女の７つ

を短く刻んでいたこと気づき、己の未熟

道具（口紅・鏡・櫛・かんざし・おしろ

さから死のうと考えます。それを見た棟

い・こうがい・かつら）を棟の上に飾っ

梁の妻が、代わりに自分が死んでも良い

て供養しました。これが建前（上棟式）

とまで思い、棟梁に酒を飲ませて寝かし

の始まりとも言われています。

つけ、桝を使って補修する桝組を考え出

「本音」は妻の真心、「建前」にこだわ

しました。翌朝目覚めた棟梁は、妻の差

り、大切な妻を殺してしまった棟梁のつ

いう考えから、その厄を避けるため、

し出した枡で柱の足りない分を補い、事

まらない見栄や意地…これが、「本音と

餅をまいて他人に持ち帰ってもらうと

なきを得ます。ところが棟梁は、妻がい

建前」の由来と言われています。

いう説があります。

１番近くはどこにある？

ためしに大阪駅周辺で検索してみましたが
ほとんどが屋内に設置で、終日利用できる
ものはとても少ないみたいでした・・・

上棟式で行う餅まき。
家を建てることは大きな厄災を招くと

公衆電話の場所知っていますか？

みなさんは自分の家から１番近くにある

らないことが問題視されていました。そ

公衆電話がどこか知っていますか？

こで、現在ＮＴＴは公衆電話の設置場所

２年前に行方不明になった女子生徒が保

をインターネット上で公開しています。

護された事件で、公衆電話の重要性が再

設置台数の減少よりも“公衆電話の使い

認識されています。今回の報道で「１番

方がわからない”世代が増えていること

近くはどこにあったかな？」と思った方

も注目されています。設置場所がわから

も多いのではないでしょうか。

ないのはもちろん、電話のかけ方がわか

公衆電話は災害時でもつながりやすいた

らない・電話番号を覚えていない・緊急

め、東日本大震災の時にも存在が見直さ

ボタンの使い方を知らない…など。

れていました。しかし、最近では駅の周

まずは、普段の生活エリアの公衆電話の

辺などでも撤去が進み、設置場所がわか

位置は確認しておくことが大切ですね。
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内装床材の基礎知識

木質フローリング編

お家の中でも広い面積を占める床は、空間の印象を大きく左右します。
住宅の床材と言えば、木質フローリングが主流となっていますが、その種類も実にさまざま。
木質フローリングは、大きくわけて「単層（無垢）フローリング」と「複層（複合）フローリング」の２種類があります。
単層フローリングとは、天然木をそのまま１層で使用したフローリングのことで、“無垢材”と呼ばれるものです。
それに対して複層フローリングとは、合板や集成材に化粧材となるシートなどを組み合わせたフローリングのことです。

無垢（単層）フローリング

複層（複合）フローリング

自然な風合いを楽しめる

質感・色など種類が多い

自然素材なので調湿作用がある

施工性がよい（工期が短い）

材によって品質にばらつきがある

材の品質が安定している

メンテナンスに手間がかかる

掃除やお手入れがしやすい

床暖房に対応できない

床暖房に対応している

傷が目立ちにくい

傷が目立つ

複合フローリングは、床材としての短所をできるだけ少なくし、安定的に使用できるように改良されたものです。
必然的に施工性も良く、お手入れも楽になっています。
しかし、無垢フローリングは一生もの。時間をかけてお手入れして経年変化を楽しめるのも魅力のひとつです。
色合いだけで選ぶのではなく、双方のメリット・デメリットを理解した上でどちらにするかしっかり検討してみてくださいね。
【難読地名 こたえ】
①あお（松原市）

②こくまち（大阪市中央区）

③こぼれぐち（大阪市天王寺区）

④えびたに（富田林市）

⑤おりおの（大阪市住吉区）

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

