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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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ひなまつり

【五節句】
１月７日…人日（じんじつ）の節句
３月３日…上巳（じょうし）の節句
５月５日…端午（たんご）の節句
７月７日…七夕（たなばた）の節句
９月９日…重陽（ちょうよう）の節句

どうして桃の節句なの？

３月３日はひな祭り、別名桃の節句と呼

らのようです。それぞれの節句には、そ

ばれています。桃の開花時期は３月中旬

の季節に合ったものを神様に供え、その

～４月中旬が一般的。ここでちょっとし

植物から生命力をもらい、邪気をはねの

た疑問が…。３月３日のひな祭りはどう

けるという風習があります。

して桃の節句なのでしょうか。

ここで本題に。３月３日が桃の節句なの

節句とは中国から伝わった風習を日本の

は、本来旧暦の３月３日だったからなの

暮らしに合わせて取り入れたものです。

です。旧暦と新暦は１カ月程違うので、

３月３日など奇数が重なる日を節句と言

現在でいうとちょうど４月上旬くらいに

います。一年に五つあるので五節句と言

なります。その季節の植物である桃を供

われています。奇数が重なる日が節句と

えることから桃の節句となりました。新

なっているのは、奇数＝陽数が重なり陰

暦に変わっても日付は変わらず３月３日

になることを避けるという中国の思想か

がひなまつりとなっています。
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防犯対策 Ｐａｒｔ２

意外に多い無施錠

戸建住宅への泥棒の進入経路は窓からが圧倒的に多いのですが、マンションになるとその経路が変わってきます。
３階建て以下のマンションでの侵入経路は戸建て住宅と同様に窓からの進入が約６０％と半数以上なのですが、
４階建て以上の中高層マンションになると玄関からが最も多く、５０％を占めています。（２０１５年の警視庁資料）
浸入手口１：破壊

浸入手口２：無施錠

以前の手口は、工具を使って鍵を開けるピッキングやサム

玄関や窓の無施錠による侵入も意

ターン回し開錠がほとんどでした。しかし最近では鍵メー

外に多く、平成２３年の被害件数

カーの対策も進み、これらの手口では簡単に開錠できないこ

は４，１６７件となっています。

とが多くなっています。最近多いのは、扉自体を破壊してし

特に中高層マンションで見られる

まうという荒っぽい手口なのだとか！ドアと壁の隙間にバー

傾向です。ゴミだしや見送りなど

ルなどの工具を押し込みこじ開けるのです。音がしないのと

ちょっとの時間だからと安心して

思われるかもしれませんが、建物全体が何十戸あるとして

鍵を掛けずに出かけてしまうとい

も、そのフロアの廊下に誰もいなければ案外気づかれること

うのが原因ではないでしょうか。又、最近では、オートロッ

も少ないのです。

ク付きというのを過信して無施錠というケースも…。
浸入手口３：ベランダ
泥棒は、ベランダ沿いに
隣の部屋に移動すること
も。一度に数件進入し犯
行に及ぶのです。ベラン
ダから見るほうが玄関か
らより留守かどうかがわ
かりやすいのだとか…。

犯罪の備えが手厚いマンションほど無施錠の部屋が見つかるという泥棒の証言も…。
うちは、大丈夫と過信していませんか？どんな時でも短時間でも施錠をするというのは防犯の基本です。
玄関ドアに「２４時間警備」「セキュリティ稼働中」などのシールを貼っておくだけでも効果はあります。
見せる防犯と見せない防犯の両方を行うことで、防犯意識が高い家だと思い泥棒も敬遠します。

プラスとマイナス
マイナス

プラス

フィリップス

Ｓ形

プラスマイナス

六角穴

四角穴
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ネジ頭の話
家庭でも使用頻度の高い工具といえば、

プラスネジの開発で作用効率が高まり、

やはりドライバーでなはいですか？

ネジはプラスが主流に…。マイナスネジ

ドライバーは、プラスとマイナスの２種

の需要は少なくなっていきました。しか

類が主流ですが、マイナスのネジって意

し、プラスネジにも弱点があります。十

外と見かけることは少ないですよね。

字の溝には汚れが詰まりやすかったり、

それもそのはず、現在出回っているネジ

無理やり回してネジ頭の溝をつぶしてし

のなんと９割がプラスネジなのです。

まう可能性があるのです。逆にマイナス

実は、ネジの歴史を辿ってみると、初め

ドライバーは溝の汚れなども取り易いの

に登場したのはマイナスネジです。ネジ

で、屋外や水回りの汚れやすい場所で使

が発明されたのが１５世紀頃。それから

用されることが多くなっています。時計

長い間マイナスネジが使われていました

などの前面部分にもマイナスネジが使わ

が、１９３５年にアメリカのフィリップ

れていることが多いそうですよ！

社がプラスネジを開発し、世界中に広ま

現在では、プラスやマイナスの他の形状

りました。ちなみに、日本でプラスネジ

のネジも多く開発されています。近い将

を広めたのは、ホンダの創業者・本田宗

来、プラスネジ以外が主流になっている

一郎氏なのだとか。

かもしれませんね。
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天井

非構造部材の耐震化

［特定天井の定義とは・・・］
質量が2kg/m² 超で、6m 超の高さ
かつ200m² 超の面積を持つ吊り天井

てんぷら油火災

東日本大震災から６年が過ぎようとして

これは、天井材や壁、照明器具や窓ガラ

います。熊本県では、昨年の４月に２度

スなどの非構造部材の耐震化が遅れてい

にわたる大地震に見舞われました。

るからなのです。

数々の大地震を経験し、建物の耐震化は

建物の耐震化がほぼ１００％に近い公立

進んでいます。全国の公立の小中学校で

の小中学校でも非構造部材の耐震化率は

は、建物の耐震化率は昨年の４月の時点

全国平均で７１．１％。もともと天井に

で９８．１％となっています。それでも

は耐震基準が設けられていなかった事や

大地震が起こった時、被害にあった建物

建物本体の耐震化に比べ優先順位や予算

をみると天井材が落下している様子をよ

の都合上、工事が後回しになっているの

く見かけませんか。落ちてきた天井材の

が現状のようです。（※）建築基準法の

下敷きになり怪我をする人や、応急避難

改正により平成２６年４月１日以降に着

場所となる体育館などの建物が落下物の

工する建築物については、特定天井に脱

ために使用できないということも…。

落対策に関する基準が設けられました。

マヨネーズはＮＧです

３月とはいってもまだまだ気温も低く、

考えられないことですが、実際に起こっ

風の強い日もあります。この時期は火事

ています。野菜を投げ入れるのも絶対に

の多い季節でもあるのです。火事は災害

ＮＧです。野菜は水分を含んでいます。

の中でも一番身近なもの。いざという時

水をかけるのと同じことです。他にも、

に間違った対応をしてしまうと大きな火

マヨネーズを容器のまま油に入れると鎮

災につながりかねません。

火するという話を聞いたことありません

放火を除く建物火災の出火原因の多くは

か？容器が溶けて中身が流れだし、膜と

コンロ火災です。特に天ぷら油を使って

なって燃焼に必要な酸素を遮断して消火

いる場合の火災発生が多くみられます。

するという原理。マヨネーズの量が少な

油に着火すると炎が大きくなり、その炎

い場合、十分な効果が得られません。ま

を見て慌ててしまい間違った消火方法を

た、油が多い場合や投げ入れてしまうと

とってしまうケースが…。

油があふれて火が広がり拡大させること

慌てて火を消そうと水をかける。普段は

も…。正しい消火方法を行いましょう！

たまご

消火器が無い時は・・・

ふたか濡れたバスタオルなどをかぶせ
空気を遮断しましょう。
油の温度が下がるまではそのままで！

サイズの違いわかりますか？

明確な基準は無いそうですが、
生物学的な意味でのたまごは「卵」
食材としてのたまごは「玉子」
と使い分けがされているようです。

毎日の食卓に欠かせないたまご。みなさ

従って卵管が太くなり、分泌される卵白

んのおうちにも欠かさずある食材のひと

の量だけが多くなります。つまりたまご

つではないでしょうか。スーパーのたま

のサイズの違いは、たまご自体の大きさ

ご売場にはさまざまなサイズが並んでい

や量ではなく、白身の量だけで区別され

ますよね。このサイズの違いってどう区

ているのです。

別されているかご存知ですか？

他にもたまごの色の違いも気になりませ

ニワトリのたまごは、まず黄身にあたる

んか？ニワトリにはたまごを外敵から守

卵黄が卵管を通り下りてきます。その時

るために産む場所に合せてより目立た

に卵白が分泌され黄身のまわりに付着し

ない色の卵を産み分ける特性がありま

て、最後にカラに覆われてたまごとなり

す。育った環境の違いだけで、味や栄

産まれてきます。ニワトリは成長するに

養素に差はまったくないのだとか！
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浴槽のタイプと素材
家で過ごす時間の中でも、お風呂は特に大切なリラックスタイム。なんといってもお風呂の中心は浴槽ですよね。

浴槽のタイプは主に３種類
【和 式】

【洋 式】

【 和洋折衷 】

深さがあり、膝を折って入るタイプ

バスタブの幅が広く、底が浅いタイ

肩まで浸かることが出来る深さで、

です。肩までたっぷり浸かることが

プ。介護が必要な方の入浴には向い

座れば足をある程度は伸ばせる幅が

できます。場所を取らないので、小

ていますが、滑りやすく立ち上がり

ある、和式と洋式の長所を合わせた

スペースでも設置可能。場所が狭い

にくいなどの問題点も。広い設置ス

浴槽。システムバスに搭載されてい

浴室には最適です。

ペースが必要です。

るほとんどがこのタイプです。

サイズ：Ｈ60㎝・W80～120cm

サイズ：H45㎝・W120～180cm

サイズ：H60㎝・110～160cm
【画像参照 ：LIXIL】

その他にも、円形・半円形など長方形以外のバリエーションも豊富になってきています。

浴槽の素材は主に５種類
素

材

ＦＲＰ樹脂

ホーロー

ステンレス

人工大理石

木製

利

点

注

意

点

保温性・耐久性・耐衝撃性が高く、肌触りにもぬくも

汚れが目につきやすく、高温に弱いため、空焚きなど

り感があります。手入れも簡単です。

には特に要注意です。

独特な肌触りと色合いの美しさで人気がある浴槽。

表面に傷がつくとさびる危険が。保温性を高めるには

手入れは比較的簡単。FRP・ステンレスより高価。

保温材のカバーが必要です。

高い耐久性と保温性が特徴です。傷やさびにも強く手

金属感の肌触りに抵抗がある方も。冷たい印象がある

入れも簡単。価格も比較的手ごろです。

ので、ぬくもり感が欲しい方には不向きです。

バリエーションが多く、選択肢が多い素材。自由な造

メーカーや商品によって品質に差が。ポリ系はアクリ

形で人気が高く、大型のバスタブにも利用されます。

ル系に比べ、耐久性・耐衝撃性では若干劣ります。

檜に代表される純和風イメージの浴槽。木ならではの

使用する木材の品質や材質によって耐久性などに大き

香りと質感が人気です。

な違いが生じます。

リフォームで新しい浴槽を選ぶ時には、
『浴槽の設置スペースの広さの確認』・『入りやすさや出やすさに加え、滑るなどの危険性の予測や安全性の検討』
『肌触りなどの材質感』などをポイントに考えましょう♪

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

