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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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二十四節気

すべてご存知ですか？

太陰太陽暦では毎年の日数が同じではな

で耳にする｢暦の上では○○ですが・・・｣

く、暦日と季節の関係が変動してズレが生

などの時候の挨拶を述べるときの“暦”は

じ、大きい場合は１か月ほどにもなったと

二十四節気が用いられていることがほとん

か・・・。そのズレをなくして季節を調節

どのように思います。また日本気象協会が

するために古代中国の時代に太陽の黄道

現代日本の気候に合わせた、新しい二十四

（＝太陽が天球を通る経路）上の位置に基

節気“日本版二十四節気～新しい季節のこ

づいて１年を２４等分し、季節を表すため

とば～”の作成に取り組んでいるそうで、

に考えられたものが二十四節気です。日本

これらの言葉が変わってしまうなんてこと

では江戸時代の頃に用いられた暦から採用

があるかもしれません。

されましたが、もともと中国の気候を元に

二十四節気

一覧

名付けられたものなので、日本の気候とは
合わない名称や時期もあり、それを補足す

春： 立春

雨水 啓蟄

春分 清明

穀雨

春分の日を黄道の基準点にし

るために“土用”“八十八夜”“入梅”な

夏： 立夏

小満 芒種

夏至 小暑

大暑

90°180°270°になる日

どの雑節と呼ばれる区分けを取り入れてい

がそれぞれ夏至、秋分、冬至

ます。最近は、日本文化として季節感や情

秋： 立秋

処暑 白露

秋分 寒露

霜降

となります。

緒などが薄れてきていますが、テレビなど

冬： 立冬

小雪 大雪

冬至 小寒

大寒
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ペットと暮らす快適な住まい
ペットと暮らすことで癒されたという方

《天井》

は、数多くいらっしゃると思います。

吠え声の響きをやわらげ、調湿・消臭機能

(社)ペットフード協会の調べによると犬の

を備えたものを選ぶ。

飼育世帯率は１７.７％、猫の飼育世帯率は

《壁》

１０.３％、またその２倍以上の人達が、こ

引っかき傷に強く、調湿・消臭機能のある

れからペットを飼いたいと思っているそう

壁材を選ぶ。更に撥水加工が施されている

です。（平成23年度調べ）

とシミ汚れがつきにくくお手入れが簡単。

ペットを飼うというと以前は「犬は外の犬

《床》

通常のイ草たたみの3倍の耐久性が

小屋で飼うもの」「猫は放し飼い」という

傷や汚れがつきにくく、滑りにくいものを

あり、樹脂コーティング加工で撥水

のが一般的でしたが、最近では“いつも一

選ぶ。すべり易いフローリングはペットに

性に優れ、紫外線による色あせもほ

緒にいたい”という思いから室内飼いの世

負担をかけ足腰の疾患の原因になります。

とんどありません。

帯が大半になりつつあります。少子高齢化

階下への音を考慮して、衝撃音が響きにく

や核家族化が進む中、今やペットは、家族

い床材もあります。

の一員・コンパニオンアニマル（＝伴侶動

ドアが開けっ放しで冷暖房の効率が悪いと

物）という存在です。そこで、人とペット

お悩みの方はペットドアを。また壁にくぐ

が共生し、快適に暮らすための住まいづく

り戸を取付けると部屋に閉じ込めてしまう

りは飼い主の大きな役割となります。

心配もなくなります。

▲たたみフロアー（DAIKEN)

ドレミ
（DAIKEN)

衝撃音を低減する ペットを飼っている方の住まいについての
防音カーペット。 悩みで多く挙げられるのが
タイル式なので、

＊部屋のにおい

汚れた部分だけを

＊床や壁などの傷

＊抜け毛などの汚れ

張替えできます

などなど。これらの悩みを解決するために

＊吠え声や音

住まいの資材選びは、どのような点に注意
すれば良いのかをご紹介します。

最近は、たくさんのメーカーよりペットと
暮らすために適した資材や設備などが販売
されています。
DAIKEN わんにゃんクラブ
http://www.daiken.jp/pet/
(社)ペットフード協会
http://www.petfood.or.jp

あの国民的家族の家・・・！！
もちろん皆様、もうお判
りですよね…(笑)
そうです。サザエさん一家
（磯野家・フグ田家）が住
む家の間取り図です。
この間取りを参考にすると
延床面積は約34坪。
大豪邸！！という程ではあ
サザエさんやドラえもんや

りませんよね。でもこの

巨人の星の家の間取りが紹

家、土地面積が約90坪も

介されています。専門家目

あるらしいのです！贅沢で

線のコメントが面白い(笑)

すよね。しかも、サザエさ

『名作マンガの間取り』
著：影山 明仁

¥1,000

んの家は東京都世田谷区。総評価額は1億5千万円は下らないそうです・・・。と言うこと
は、隣の伊佐坂先生のお家や、裏のおじいちゃんのお家もきっと大豪邸なはず（笑）
サザエさんの家の魅力といえばやはり広い縁側ではないでしょうか？この縁側は、ちゃんと
南側に設けられているんですよね。となると、居間も南側にもっていきたい所です。トイレ
も南側なんてもったいない気もしてきます・・・。サザエさん家をリフォームしたら面白そ
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う！！と言うことで、アルシュでは、『磯野家リフォーム案』作成中です！
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お買得情報

各メーカーの協力によりお値打ち価格でお届します。

お買得情報とは各メーカーにご協力いた

者数は減少傾向にある様ですが、逃げ遅れ

だき、システムキッチンからオーダーカー

による死亡者数は全体の約６割くを占めて

テン家電製品にいたるまで、毎号選りすぐ

おり、発生時間帯も２２時～翌６時が多く

りの商品をお値打ち価格にてご提供させて

就寝時に起こる火災の怖さがこの数字から

いただきます。

もうかがえます。

今回は、日本消防検定協会鑑定基準合格品

総務省消防庁

を表すＮＳマーク付の煙感知式住宅用火災
警報器をご提供いたします。
平成１８年の消防法改正により、既存住宅
を含めた全ての住宅を対象として住宅用火
災警報器の設置が義務付けられ、平成２３
年６月１日時点で推計設置数は全国で７割
近くなっています。しかし、平成２３年度
「消防白書」によると、住宅火災での死亡

トイレ

http://www.fdma.go.jp

住宅用火災警報器『火の元監視番』をメー
カーからの協力を得まして、￥１９８０.（消費税込・取付工事費別途）にてお届け
いたします。特別価格の為、限定５０台と
させていただきます。電池式なので、簡単
に取付可能です。もう一度、大切な住まい

大建工業株式会社
住宅用火災警報器

『火の元監視番』
ＳＡ０４－１
メーカー希望小売価格
オープン価格

の火災報知器をご確認しご検討ください。

なんとスマホがトイレのリモコンに！！

現在トイレ市場では、新築やリフォーム

のもあるそうです。そのほかにも業界初の

トイレ日記で

の際に、コンパクトでトイレの空間が広々

新機能で水流をコントロールするパワード

毎日の健康管理

とし、掃除が簡単、さらに使用する水量が

ライブユニットを搭載し洗浄水を便鉢のす

少量ですむことからタンクレストイレを選

みずみまで行き渡らせる“みずみずウォッ

ぶのが主流になってきています。

シュ”や、フタを締めた状態でプラズマク

そんな中、㈱ＬＩＸＩＬよりタンクレスト

ラスターイオンがトイレ鉢内に行き渡り、

イレの機能でスマートフォンがリモコンの

水のかからない便座裏や便器内の浮遊カビ

役割をするタイプを含む“新｢SATIS｣”の

菌や付着菌を除去する“鉢内除菌”などの

発売が２０１３年２月に開始されました。

機能もついています。搭載されている機能

スマートフォンに専用アプリをダウンロー

はタイプによって異なりますが、スマート

ドして利用するのですが、従来のリモコン

フォンリモコン機能付きは￥３５０,０００

ではできなかったシャワートイレの個人設

以上と機能も価格もびっくりです。

定や、使用履歴を読み込み、水道代や電気
代の目安の確認、さらに排便状況を記録し

㈱ＬＩＸＩＬ
http://www.lixil.co.jp

健康管理ができる“トイレ日記”というも

マスク

今や日常生活の必須アイテム

大気汚染やインフルエンザ、花粉などが

死亡者数約４０万人と言われているスペイ

体内に入り込まないように予防策としてマ

ンインフルエンザの大流行に伴い、その予

スクの着用は日常的なこととなりました。

防品として一般的にもマスクの存在が注目

マスクの始まりは大正時代。最初は、粉塵

されるようになったそうです。そして今や

よけのため、真ちゅうの金網を芯に布地を

ガーゼタイプ、不織布マスクなど形状や素

フィルターとして取り付けた工場用のもの

材も日々進化しています。

として作成され、一般的には普及しません

正しい着用方法でさまざまな外敵から身を

でした。その後、大正８年（1919年）に

守りましょう！

新生代マスク！
首からかける

エアーマスク登場！
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アイディアスペースをご紹介！
当社が施工した、素敵な空間を作るアイディアをご紹介します。
少しの工夫でお部屋を演出・・・♪ みなさまも是非、参考にしてみてはいかがですか？

壁の厚みを利用したブック
シェルフ。
広いスペースが取りにくい廊
下やホール部分には、壁の厚
さを利用した造作がおスス
メ！！
見せる収納として大活躍する
こと間違いなしですよ。

デッドスペースになりがちな
コーナー部分も、カウンター
を造作するだけで、個室風の
PCスペースに・・・
プリンターなどのPC周辺機
器用にカウンターも取り付け
れば、配線計画もスッキリで
すよ！

収納として使ったり、趣味の
スペースに使ったり…
多機能なロフト付のお部屋で
す。
マンションの最上階のお部屋
で、天井が高いので解放感あ
る広々とした空間になってい
ます。

床の間の曲線の壁が目を引く
和室。普通の垂壁とは違った
奥行き感が楽しめます。
床の間は元々、掛け軸や生け
花などを飾り季節を感じる為
の場所。小さなスペースでも
良いので確保したいですね！

当誌では、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。ご自宅にお伺いし写真撮影・インタビューをお願いします。ま
た、楽しくなるようなひらめきや工夫でエコライフを楽しんでいる
方のお話も募集しております。その他、ご質問や取り上げてほしい
話題、我が家のペット自慢等々、皆さまから率直なご意見・ご感想
もお待ちしています。お気軽にお寄せください。
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和室の収納の扉を工夫するだ
けで、グンと雰囲気が良くな
りました！
また、吊り押入なので空間の
広がりも感じられます。
吊り押入の下に地窓を設ける
と、明るさも確保できます
よ！

TVボードやPCスペースは、
最初から場所を決めて造作に
するとデッドスペースができ
にくいのでオススメです！
TVボードなら30cm
PCなら45cmの奥行きが確
保できれば充分です。

ご意見・ご感想・お問合せは・・・

株式会社

アルシュ

arche

〒564－0063 吹田市江坂町1丁目9番17号
ＴＥＬ : ０６－６３８０－５４２０
ＦＡＸ : ０６－６３８０－５４２１
Email : arche@blue.ocn.ne.jp
http://www.arche-arche.net

