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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！！
目 次
２月になると“立春”という言葉を耳にしますよね。

さっぽろ雪まつり
翌朝には・・・

１

立春とは二十四節気の第１で、この日から立夏の前日までが春となります。
つまり立春とは、春が始まった第１日目なのです。

防犯対策
危険な場所から優先的に

２

ところで立春と言えば２月４日だと思っていませんか？
二十四節気は太陽の動きが基準なので、必ずしも同じ日ではないのです。
毎年、国立天文台が計算をしているのだとか！

トイレ記号
時代や社会の変化とともに Part2

２

２月４日が立春なのは、１９８５年から２０２０年まで。
１９８４年の立春は２月５日でしたし、２０２１年は２月３日になるそうですよ。

昭和基地
日本初の高性能プレハブ建築
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春に近づいているとはいえ、まだまだ寒い日が続きます。
みなさま、風邪など引かぬようご注意ください。

手洗い
何で洗うかよりどう洗うかが大切！

３

アルシュの窓 ＊春の語源＊

春

・草木の芽が“張る（はる）”季節

指紋認証
ピースサインが出来なくなる…

３

・田畑を“懇る（はる）”季節
・気候の“晴る”（はる）“が転じて

洗面化粧台
“失敗した…”とならない為に

草が日を受けてむらがる様から、

など諸説あります。

４

さっぽろ雪まつり

春という漢字が生まれました。

翌朝には・・・

雪が降るこの季節。たくさんの地域で雪

ごろになると残っているのは土台と雪壁

まつりが開催されます。その中でも有名

だけに。２００基以上作られる雪像に使

なのは、さっぽろ雪まつりですよね。立

われる雪の量は、５トントラックで６５

ち並ぶ雪像の大きさには圧倒させられま

００台以上！もちろん壊した後の雪の量

す。では、私達を楽しませてくれたあの

が減るわけはありません。大量の雪は会

大きな雪像は、雪まつりが終わったらど

場である大通公園に放置しておくのだと

うなるのでしょうか？

か。大通公園には３月初旬まで大小の雪

なんと雪まつりが終わった翌日の早朝か

山が点在し、溶けかかったころに排雪作

ら取り壊しが始まります。雪は解けるも

業が必要かどうかを決定するのだそうで

【ガリバーようこそ札幌へ】

のなので、そのままにしておくのは危険

す。放置する理由は、溶けたほうが運搬

その高さは何と25ｍ！

だといわれると仕方のないことなのです

回収が少ないからと、雪に埋もれている

第23回（昭和４７年）製作

が、もったいないというか寂しいという

骨組みやゴミなどが出てきて片付けがし

か…。早朝から始まった解体作業もお昼

やすくなるからだそうです。

史上最大の雪像は、
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防犯対策

危険な場所から優先的に

２０１５年の浸入窃盗認知件数は４６，０９１件。１日あたりにするとなんと１２６件！
平成１５年をピークに年々減少傾向ではあるのですが、まだまだたくさんの被害が起こっているのが現状です。

【泥棒が家をみる３つのポイント】
ポイント１：入りやすいか

ポイント２：隠れやすいか

泥棒の進入経路は圧倒的に窓からが多く、半分以上を占め

塀が高い家は、防犯対策ができ

ています。（２０１５年の警視庁資料）

ていると思いますか？

ほとんどの窓が通りに面していて見通しが良い家があった

一見侵入しにくいと思いがちで

ら、わざわざそんな家の窓を割って入る泥棒はいませんよ

すが、泥棒は高い塀を乗り越え

ね。窓の防犯対策は、表通りから見えにくい窓を優先的に

るなんてたやすいこと。乗り越

行うことが大切です。

えてしまえば、外の通りから見
えないので、泥棒は人目を気にすることなく侵入できるので

ドアノブの近くの窓も要注意です。窓のクレセント錠付近

す。もし家を見渡して、塀や高い生垣などで隠れている窓が

を割って鍵を開けて侵入するという手口も。そんな時、窓

あったら格好の標的です。重点的に対策を！

の下に補助錠を付けていれば、泥棒の浸入を避けることが
できます。防犯フィルムや開閉検知センター、面格子をつ

ポイント３：逃げやすいか

けるのも効果的です。

泥棒が一番怖いのは、捕まることですよね。侵入して金品が
盗れないことよりも捕まってしまうことを恐れます。
路地裏に面していて逃走しやす
い、公園が近く人ごみに紛れる
ことができる、駅に近くて電車
で遠くまで逃走できるなど。思
い当たることがあれば、しっか
りとした防犯対策が必要です。

防犯対策というのは、案外思い込みが多く、落とし穴がたくさんあります。
一度泥棒になったつもりで家や周辺を見渡してみてください。今まで気づかなかったポイントが見えてくるかもしれませんよ。

トイレ記号

便器洗浄
（大）

便器洗浄
（小）

おしり
洗浄

止

時代や社会の変化とともに ｐａｒｔ２

便器ふた
開閉

ビデ
洗浄

便座
開閉

乾燥

新しくなったマークです
わかりやすくなりましたか？
画像参照：標準ピクトグラム／
（社）日本レストルーム工業会
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トイレ機器メーカー業界団体の日本レス

かりづらいというのが現状のようです。

トルーム工業会が、温水洗浄便座操作パ

今の操作ボタン表示は、各メーカーによ

ネルの記号を統一すると発表しました。

りバラバラ。おしり洗浄だけでも１０種

今回統一される記号は、便座の開閉・便

類以上のデザインがあるのだとか！利用

器洗浄（大・小）・おしり洗浄など基本

するトイレによってボタン表示が違って

操作の８種類。やはり年々増加している

いては、よくわからないのも当たり前で

訪日外国人にもわかりやすいマークにし

すよね。マークを統一するにあたって、

ようというのが主旨のようです。

現在使用されているデザインについて日

ＴＯＴＯが日本在住の外国人６００人を

本人と外国人に調査を行い、支持された

対象に実施したトイレに関するアンケー

ものをベースに作られました。デザイン

トでは、「さまざまな操作ボタンの役割

の策定で重視されたのは、直観的はわか

がわからなかった」という答えが２５％

りやすさ。パッと見ただけで機能をイ

以上という結果に。日本のトイレの機能

メージしやすく、できるだけシンプルに

は世界的にみてもトップレベル。それな

して見やすさを考慮したものに決定した

のに日本を訪れた外国人にとっては、わ

そうです。
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昭和基地

日本初の高性能プレハブ建築

南極観測船『宗谷』は
不可能を可能にした
奇跡の船と言われています。

手洗い

昭和基地が開設して６０年。当時は、月

温－５０℃。雪氷面上か岩盤地なのかも

面基地の建設より遙か遠い所の話と言わ

わからないという環境での建設となりま

れていたのが南極観測用の建物でした。

した。資材は現地まで船による輸送で、

１９５７年２月、第一次南極観測隊用に

人が持ち運べる重さでないといけないな

建設された建物は全部で５棟。木製パネ

ど、形状と重量にも制限がありました。

ルの組立式家屋が４棟とパイプの骨組に

その上、短い夏の間に建築することが絶

断熱天幕を張った発電棟が１棟でした。

対条件。限られた日数のなかで人力での

極寒と強風が最大の特徴とされている南

作業。建物としての性能も、断熱性、耐

極大陸。その面積は、日本の約３７倍。

風性、防火・耐火性が求められ、解体や

これだけの広さになると同じ南極といっ

移築の可能性も考慮しなければいけませ

ても、場所によって環境にかなり違いが

ん。これらさまざまな条件があった昭和

出てきます。沿岸部に建築を計画された

基地に用いられた木質パネルの組立式家

昭和基地の気候は、風速８０ｍ／秒、最

屋こそが、日本初の高性能プレハブ建築

大積雪２ｍ、平均気温－３０℃、最低気

とだったのです。

何で洗うかよりどう洗うかが大切！

寒い冬。ウイルスなどの活動が活発にな

書いてある効果効能は、「お肌にうるお

り、風邪やインフルエンザなどが流行す

いを与える」といった程度。薬用せっけ

る季節です。ウイルスに感染しないため

んが含まれる医薬部外品は、“おだやか

にもしっかり予防することが大切です。

な薬理作用が認められた成分が配合され

予防法で代表的なことといえば、『うが

ているもの”で、「美白効果がある」と

い・手洗い』ですよね。手を洗う時、ど

書いても良いそうです。効果の感じ方は

うせなら普通の石鹸ではなく、抗菌性の

人それぞれ。ただ薬用せっけんが細菌の

あるせっけん（以下薬用せっけん）の方

増殖を防ぐ効果は、普通のせっけんや水

がより効果があると思いませんか？

と比べてもあまり効果に差はないのだと

薬用せっけんは、医薬部外品で医薬品と

か！何で洗うかよりも、どのように洗う

薬用せっけんを使うことで、

化粧品の中間となります。化粧品との違

かが大切です。手のひらや指先、指の間

免疫力低下やアレルギーなどが

いで解りやすいのが、パッケージ書いて

などをしっかり洗うことでほとんどのウ

起こることもあるようです。

ある効果効能。化粧品は“人体に対する

イルスは抑制できます。効果効能に頼ら

作用がおだやかなもの”とされていて、

ず、洗い方を見直すことが肝心です！

指紋認証

ピースサインが出来なくなる・・・
今や携帯のロック解除にも利用される指

をＳＮＳ上に投稿する。知らないうちに

紋認証。指紋は本人しか持ち得ないもの

他の人が投稿しているなんてこともよく

なので、セキュリティ対策としての安全

あります。最近のスマートフォンのカメ

性は高いと思うのは当たり前ですよね。

ラ機能やデジカメの性能は、とても高く

なんとこの指紋認証が破られてしまう可

なっています。ピースサインで写ってい

能性があるのです。しかもＳＮＳ上に投

る指紋部分を拡大して形を抜き取ってし

稿した写真から・・・

まうのです。解像度が高いものだと３ｍ

子供が寝ている母親の指でスマホの

カメラを向けられて「はい、チーズ！」

離れて撮影した指紋まで読み取れるのだ

ロックを解除し、おもちゃを購入し

と言われたら、あなたはどんなポーズを

とか！現段階では研究者レベルの技術が

たという出来事もあります。

とりますか？とりあえずにっこり笑って

必要だそうですが、身近な問題になるの

ピースサインですよね。その写した写真

もそう遠くはないのかもしれません。
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洗面化粧台 “失敗した・・・”とならない為に
洗面所は、毎朝顔を洗う場所です。洗濯機があれば家事室として、お風呂場の隣にあれば脱衣所としてなど、
さまざまな目的で使われている場所ですよね。多機能部屋にある洗面化粧台ひとつで、快適度や家事効率も変わってきます。

洗面化粧台への不満を考えると、まず思いつくのが洗面ボウルまでの高さではないでしょうか。
高さが低いと深くかがむことになるので腰への負担が大きくなります。
だからといって高すぎては、顔を洗った時にひじの先まで水が伝い、時には床を濡らしてしまうこ
とも…。実際に高さを体験しようとショウルームに行って顔を洗う動作しても、高い方が楽に感じ
たり、普段より少し遠慮気味な動作になるので、ついつい高めを選んでしまう傾向があります。

ちょうどいいかなと思う高さは、

床への水垂れが気になる方

身長÷２くらい。特に腰痛をかか

は、大型の洗面ボウルが付

えている人は、それよりちょっと

いたタイプを選んだ方がい

高めを選ぶと楽に使えます。既製

いかも。顔を洗うためには

品での多い標準的な高さは７５～

最低でも幅５０ｃｍ、奥行

８０ｃｍと少し低めですが、最近

き４５ｃｍ以上は欲しいも

は８５ｃｍタイプの機種も増えて

のです。おしゃれなデザイ

きています。

ンの洗面ボウルは小さ目のものが多いのでご注意を！
水栓金具選びも重要なポイントです。顔を洗おうと前にかが

サクア／TOTO
高さ７５・８０・８５cm
の３サイズがラインナップ

んだら、水栓がおでこにゴツンなんてことがないように…。

１６７ｃｍ

１６７ｃｍ
９０ｃｍ

７５ｃｍ

次に失敗したと思うのは洗面化粧台の幅ではないでしょうか。
１坪タイプの洗面所でよく見かける、幅７５ｃｍの洗面化粧台
台＋洗濯機置き場というプラン。これは、結構隙間ができるレ
イアウトなのです。同じサイズの洗面台に取り替えたら、もう
ワンサイズ大きな洗面台が入ったのにと後悔することも…。
一般的な木造住宅で、洗面所が１坪の場合の壁の内法寸法(※)
は、約１６７ｃｍです。現在主流になっている洗濯機のサイズ
は約６０～６５ｃｍなので、洗濯機と洗面化粧台を並べるとし
ても幅９０ｃｍの洗面台を置くことも可能ですよね。今の洗面
台が７５ｃｍだったとすると、その差は１５ｃｍ。大して変わ
らないと思うかもしれませんが、１５ｃｍあれば収納量はかな

りアップします。
何かと収納したいものがある割に収納場所が無いのが洗面所だと思いませんか？せっかくなら、有効に使いましょう。
（※）内法（うちのり）寸法＝壁と壁や柱と壁の間の内側の寸法。壁や柱の厚みを除いた長さ。

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

