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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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御堂筋の秋のニオイ
大阪・御堂筋で毎年恒例の独特のニオイ

えかえられているそうです。イチョウに

がする季節になってきましたね。

も雄木と雌木があり、雌木にしか銀杏は

実は、イチョウは生きている化石として

ならないのですが、現在御堂筋沿いのイ

レッドリストの絶滅危惧種にも指定され

チョウ約９７０本のうち銀杏の実がなる

ています。イチョウの木は、水はけがよ

雌木は、約２５０本になっています。

く歪みが少ないため様々な用途で使用さ

銀杏が落ちて異臭の原因になるので、街

れ、碁盤や将棋盤に適材です。そして特

路樹への採用に際しては、雄木のみを選

にイチョウのまな板は高級とされます。

んで植樹されることも多いのだとか。

実が落ちた時の臭いは苦手ですが、

御堂筋のイチョウ並木は、大阪市の指定

もしかすると、そのうち御堂筋のイチョ

銀杏のもっちり感はたまりません！

文化財になっていて、全国的にも有名な

ウの木から銀杏がなくなってしまう日が

イチョウ並木です。腐朽した木は適宜植

くるかもしれませんね・・・。
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洗濯表示が変わります
見たことあるような気もするけれど、何かの暗号・・・？
今年の１２月に洗濯表示が変わります。これは新しい表示記号なのです。
ずっと慣れ親しんでいた洗濯表示が、なぜ変わるのでしょう。
従来の衣類の洗濯取扱い表示は、ＪＩＳ（日本工業規格）で定められた日本独自のものなのですが、
近年、衣類の輸出入も増加し、洗濯表示もグローバル化しようという動きが！
そして２０１４年に、国際規格に合わせた新ＪＩＳ規格が制定され、今年の１２月から施工されます。
新表記は、従来の２２種類から４１種類に。衣類の洗濯に対して、よりきめ細かい情報が提供されます。

【

基本図形の変化

】

【

洗濯

絞り

漂白

アイロン

記号なし

付加記号の変化

弱

クリー
ニング

乾燥

横棒が多いほど弱い

】

高

●●●

中

●●

低

●

点が多いほど高い

一見すると難しそうなこの新表記。見方には、ポイントがあるようです。
家庭で洗濯ができるものは、たらいマークに統一されました。人の手が書いてあ
れば手洗いの意味に。乾燥は四角マークで表し、中に書いてある棒線で干し方を
区別します。線が斜めに書いてあるのは、陰干しの記号。
付加記号も文字は使わずに、記号と数字で強さが表現されています。線は多い方
が弱く、点は多い方が高い。う～ん、慣れるまで難しそうですね(>_<)
そんな方は、スマホ画面上でマークを選ぶと洗い方を教えてくれる便利なアプリ
があるそうです。試してみてはいかがですか？

塗るリフォーム

アクロン公式アプリ「これ洗える？」
http://acron.lion.co.jp/app/index.htm

塗料選びがポイントです！
住まいの壁にはほとんどの場合、クロス

びなのです！油性塗料は耐久性が高いけ

（壁紙）が貼られています。住み始める

れど、扱いが難しく強い臭いがします。

時、いくら自分好みの壁紙を選んだとし

それに比べ水性塗料は、扱いが簡単で臭

を誇るアメリカのペイン

ても、好みも環境も日々変化するもので

いも少なく、使ったハケも水で洗えるな

トブランド。

すよね。壁紙を張り替えるのも良いけれ

ど、初心者でも手軽に使用できます。屋

ど、思い切ってペンキ塗装をしてみては

内の壁なら、水性塗料でも十分です。

いかがでしょう。

クロスの場合、一か所に汚れがつくと、

日本で壁紙を張り替える理由は、“汚れ

少なくとも一面は張り替えます。すると

たから・破けたから”がほとんどですよ

隣の面との差が気になり、結局全部貼り

ね。なんとアメリカでは、壁を塗り替え

替えるなんてことも…。塗装の場合は、

るタイミングは、失恋したから・楽しい

周囲の色味にあわせて調色をしながら塗

ことがあったからという理由も多いのだ

装をすれば、全面を塗り直すことはあり

カラーバリエーションは３,６００色！

とか。当たり前のように壁塗装がＤＩＹ

ません。今貼っているクロスの上からで

白だけでも１６４色あり、全ての色に

リフォームで行われているようです。

も塗れる塗料や、ペンキ用の下地壁紙な

塗装が簡単にできるポイントは、塗料選

どもありますよ♪

ベンジャミンムーアペイ
ントは、１３０年の歴史

名前がついています。
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苔

厄介者が癒しグッズに♪

苔盆栽を飾って、和を楽し
んでみてもいいですね♪

素敵なお庭にしたい！ガーデニング好き

のです。多肉植物やシダ、小ぶりな観葉

の方は、誰もが思う事ですよね。ちゃん

植物などを自由に組み合わせるテラリウ

とお手入れしていても、ところどころ苔

ムとは違い、苔テラリウムはその名の通

が生えて、緑色に汚れているような…。

り、苔をメインの植物として作られたも

そんな少し厄介者の苔ですが、最近では

のです。寺院などにみられる苔庭のよう

癒しグッズになっているのですよ。

な風情のある佇まいが楽しめます。

ガラス容器などの中で植物を栽培するこ

苔テラリウムを楽しむ人たちは、愛着が

とをテラリウムと言います。広い庭が無

わくとＤＩＹを楽しむ人が多く、スコッ

くてもガラス瓶がひとつあれば楽しめ、

プ片手に身近な場所を歩いて、苔を採取

インテリアとして飾ることができる。誰

しているのだとか！そんな場所近くにな

でも気軽に緑を楽しむことができると人

い…という方は、苔を扱うショップがあ

気を集めています。その中でも、なぜだ

るのでご安心を(^O^)/。

か癒されると若い女性の間でじわじわと

小さなボトルの中ある植物園“苔テラリ

ブームになっているのが苔テラリウムな

ウム”。あなたも始めてみませんか？

注意報・警報・特別警報

地方によって異なります

気象庁では、気象現象によって災害が起

では、２４時間に積もる雪が５ｃｍで注

こるおそれがあるときには「注意報」、

意報が、２０ｃｍで警報が発表されるの

重大な災害が起こるおそれがある時には

です。これらは、予想される現象が発生

「警報」、さらに重大な災害が起こるお

する概ね３～６時間前に発表することに

それが著しく大きいときは「特別警報」

なっているのですが、短時間の強い雨に

＊警報

を発表して注意や警戒を呼びかけます。

関する大雨警報などは、２～３時間前に

大雨・洪水・大雪・波浪・高潮 ・暴風・

それぞれの気象条件に基準値を設けてい

なることも…。夜間・早朝に警報発表の

暴風雪

るのですが、その基準値は、地方によっ

可能性がある場合には、夕方に注意報を

＊注意報

て異なります。例えば、大雪が降ると予

発表し、警報に変わる可能性を発表文中

想された場合、北海道（宗谷地方）は、

に加えています。この猶予時間をリード

強風・風雪・濃霧・雷・乾燥・融雪・着

１２時間に積もる雪が３０ｃｍの予想だ

タイムと言い、避難行動をとるまでに要

氷・着雪・霜柱・低温

と注意報、５０ｃｍで警報が発令されま

する時間が考慮されていますが、予測で

す。あまり雪に慣れていない東京や大阪

きない事態が発生することも…。

荷受代行

「気象警報・注意報の種類」
＊特別警報
大雨・暴風・暴風雪・大雪・波浪・高潮

大雨・洪水・大雪・波浪・高潮・雪崩・

沖縄には、降雪に関する基準は無く、
霜や低温注意報の基準はあります。

“送るだけ”にはご注意を！
家に届いた荷物を転送するだけでお金が

した荷物は、自分名義のスマートフォン

もらえる手軽なアルバイト「荷受代行」

だったのです。最近は、ネット上で指定

が問題となっています。ＳＮＳで指定の

の個人情報を送信するだけで手軽に契約

ＩＤにメッセージを送ると、仲介者と名

ができる格安スマホなどがあります。仲

乗る人物から返信が来ます。氏名や住所

介者と名乗る人物は、これを利用し犯罪

など個人情報に加え、顔写真入りの証明

で名義を隠すための飛ばし携帯を手に入

書の画像やアルバイト料の振込先として

れているのです。勝手に契約されて私は

勝手に契約されてたとしても

口座番号の送信も求められます。そして

被害者だと言っても、自分自身で個人情

名義人が携帯電話不正利用防止法

数日後荷物が届き、指定された場所へ転

報を漏らしているので、そうはならない

違反に問われる恐れもあります。

送する。これだけで２～５千円のバイト

のです。ネットだと気軽に送信してしま

代が振り込まれるのですが、なんと転送

う個人情報。犯罪に悪用される認識を！
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グッドデザイン・ベスト１００
アルシュジャーナルでも何度も取り上げている、「グッドデザイン賞」。今年もグッドデザイン・ベスト１００が出そろい、
大賞候補６点のデザインが発表されました。全て素敵なデザインですが、その中でも面白いなと思った２点をご紹介♪

四角い世界地図？！

世界地図図法「オーサグラフ世界地図」

慶応義塾大学の研究室とオーサグラフ㈱が共同で発表した、大きさや形の歪みを抑えた四角い世界地図。
普段私たちはメルカトル図法という地球儀を円筒にした地図を見慣れています。この“オーサグラフ世界地図”は多面体図法に
より、面積が正確で形の歪みもおさえられているのだとか。

さらに、地理関係を損なわずに全方向つながるようになっていま

す。この地図を見れば、実はグリーンランドはオーストラリアよりずっと小さいこと・飛行機で旅をする際の経由地はとても理
にかなっていることがうかがえます。いつか、オーサグラフ図法が当たり前という世界になるのかもしれませんね。
世界地図図法「オーサグラフ図法」：慶応義塾大学 政策・メディア研究科 鳴川研究室＋オーサグラフ株式会社

集めても何も貰えないスタンプラリー

伊豆花遍路 手ぬぐいスタンプラリー

なんと、集めてもなにも
貰えないスタンプラリー
が登場です・・・！
伊豆半島といえば熱海で
すが、熱海以外の街も活
性化させたいという思い
から始まったこの企画。
可愛いスタンプ帳も持っ
て伊豆半島をお遍路のように巡るというものです。日本の伝統的なモチーフを現代風にアレンジしたデザインで、若い女性を中
心に人気なのだとか。人によっては１度の観光では全て回れず、２回３回と訪れることになるかもしれません。
伊豆半島の魅力を発見してほしい！という思いのつまったデザインです。ぜひ大阪バージョンも企画してほしいですね（＾＾）
てぬぐい「伊豆花遍路 手ぬぐいスタンプラリー」株式会社JTB国内旅行企画＋株式会社JTBプロモーション＋ピースグラフィックス

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

