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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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さすが２月は『あっ・・・！』という間に
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テーマ：癒し

過ぎてしまいましたね。
アルシュの癒し部隊、めだか軍

3.11から学ぶ
あなたの家の防災対策
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本当にそれで大丈夫？！

毎年３月５日～６日頃は啓蟄（けいちつ）

団！！すくすく成長中です！仕

の日です。啓蟄とは、土の中で縮こまって

事に疲れると、みんなこの水槽
の前へ(笑) かなり癒されます▼

いた虫（蟄）が穴を開いて（啓いて）動き
出す日のことです。具体的には人が『さぁ
働くぞ！！』と意気込み始める日のことだ

戸と扉
～引く文化～

暮らしに国産木材で
ｅｃｏ活動！
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そうですよ！啓蟄が過ぎ、年度末で忙しい
毎日が続きお疲れの方も多くなるかと思い
ます。身のまわりで、小さな春を見つけ
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アルシュの専門
リフォームをご紹介！ ４

て、癒されてみてはいかがでしょうか…？

美しくない住宅照明？

▲春の花と言えばやは
りチューリップ。花が
活けられてるだけで癒
し効果は抜群ですよ～

どこ照らしとんねん(怒)

バリアフリーリフォーム編

家の間取りはもちろんのこと、インテリア

るだけでも難しい…。そこに照明の配置をイ

にこだわりをお持ちの方は多いと思います。

メージするなんて至難の業と言えるのではな

特に最近では、お洒落な照明器具などもお手

いでしょうか？そんな住まいのあかりを美し

頃な価格で販売されていますし、インテリア

く見せるためのコツをわかり易く、面白おか

本などでも照明についての特集記事などよく

しく紹介してくれる素敵な本と出合いまし

高木英敏の美しい住まいのあかり

見かけますよね。今では住宅にダウンライト

た・・・

著：高木英敏/日経BP社 \3,150

も当たり前になっていて、照明器具にこだわ

『高木英敏の美しい住まいの明かり』

りを持たれる方はかなり多いはずです。

「こんな照明ヤメなさい」「どこ照らしとん

しかし、照明器具自体にこだわりを持たれ

ねん(怒)」「なぜそうなるのかが知りたい」

ている方も、意外と照明計画には無頓着だっ

などなど素敵な毒舌で、美しくない住宅照明

たりするのです。せっかくお洒落な照明器具

たちを一刀両断（笑）そして、美しい空間の

を見つけても、間取りと照明計画（配置）が

条件などをわかり易く説明しています。間取

合っていなければ残念な住空間に…。特に照

りの打合せは熱心にするけど、照明計画は設

明器具選びは家づくりの工程の中でも最後の

計士に任せっぱなし…なんてことになってい

もちろんアルシュでは、照明だけ

方になってしまい、予算との兼ね合いもあり

ませんか？設計士が照明に精通しているとは

のリフォームも承っております！

手持ちの照明器具を取り付けるということに

限りません。空間づくりに照明は重要です。

なりがちです。更に、照明計画と言われても

「なんだか家の照明が気に入らない…」「新

具体的にイメージできる方は少ないと思いま

築時には、とにかく照明にこだわりたい！」

す。平面図や立面図を見て空間をイメージす

なんて方にとても是非オススメの一冊です。
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大震災から学ぶ。
mont-bell
３人用

あなたの家の防災対策、本当にそれで大丈夫？！

エマージェンシーセット

￥ 75,000 /５人用

￥102,000

2011年（平成23年）３月11日、東北を中心とした東日
本を襲った地震は未曾有の被害をもたらしました。今年で地
震発生から丸２年が経とうとしています。地震大国と言われ
る日本で住む私たちが、大震災の教訓を活かしていく為には
どうすれば良いのでしょうか・・・。
お住まいに防災用品は揃えていらっしゃいますか？
万が一の時、家族の集合場所の確認はできていますか？
「もちろん自宅の防災対策は万全！」という方も、外出時や

アウトドアブランドのモンベルからは避難後、ライフライ

出勤時の自宅以外での備えはどうでしょうか。こちらは、意

ンが復旧するまで屋外での生活しなければならない場合の

外と出来ていない方も少なくないのでは・・・？

装備のセットが販売されており、話題になっています。
リュック仕様にもなるキャリーケースに、設営の簡単なテ

最近では、防災グッズとして小型のホイッスルは定番とも

ント、浄水器、ガス調理器具、ウォータープルーフマッチ

言えます。これは、阪神淡路大震災以降定着したものです。

などがセットになっています。必ず避難所に入れるとは限

阪神大震災では、多くの方が瓦礫の下敷きとなり亡くなられ

りませんよね？そんな時に家族で生活するために備えてお

ました。下敷きになっている状態では、大きな声どころか少

きたいですね。５人用10万2000円。実際に被災してし

しの声も出ない場合が多いのです。さらに被災地では救済の

まった時に高いと感じるか、安いと感じるか…ですね。

ヘリコプターなどの音で、人間の声は簡単にかき消されてし

もちろん、避難レベルに合わせて選べる防災セットもある

まいます。そんな時に、少しの呼気で大きな音を出すことの

みたいです！気になる方は是非ご覧ください♪

できるホイッスルが役に立つわけです。これは、私たちが阪
神淡路大震災から学んだ教訓です。
しかし、このホイッスル、自宅に備えておく防災バッグの中
に入っていたりするのです。少し疑問ではないでしょうか。
震災は、私たちが自宅にいる時に起こってくれるとは限りま
せん。例えば、ホイッスルなんて小さな物。カバンの中に入
れておいても邪魔になることはありません。
他にも、東日本大震災以降は地図などを持ち歩いたり徒歩
での帰宅ルートの確認など、よく言われています。東日本大
震災では東京などの都心部の交通がマヒしてしまい大勢の方

http://www.montbell.jp/ 「モンベル 公式サイト」

が帰宅難民になってしまいました。皆様は、自分の勤務先か
ら自宅までの徒歩での帰宅ルート把握できていますか？

防災用

ホイッスル
『とりあえず防災セットは用意しておかないと！』ではなく
軽く吹くだけでも大きな音の出る
ホイッスル。中にはカードが入っ
ていて身元や持病を記入しておけ
ます。お年寄りやお子さまに！

考え得る限り、“災害にあってしまったらどうするか”を考
えてみてください。例えば、家族の一員であるペットはどう
しますか？ペットを連れていると避難所には入れない場合が
多いです。防災用品を用意するだけでは、防災にはならない
と思いませんか？災害時に必要なものは、ご家庭によって変

ペット用リュックキャリー

わってくるはずです。『想定外』を『想定内』にしておける
ように、いろいろな事を考えてみてください。

愛犬や愛猫用のキャリーケース。リュック仕様

あまり神経質になりすぎるのもよくないと思いますが、やっ

にできるので、両手が空いて、災害時には便利

ぱり『備えあれば憂いなし！』ですよ！！！

です。災害用品以外でも、ご家庭によって災害
時に使いやすいものって変わってきますよね！
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お家の防災対策、
もう一度見直してみませんか？！
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戸と扉

～引く文化～

皆様、お住まいの家の各部屋の入口を

しかし、最近では引き戸の良さを見直

空間をやわらかく仕切る

思い浮かべてみてください・・・。

そうという雰囲気になっています。

YKK AP

入口が引戸の部屋は、一体何部屋ありま

各メーカーからも、お洒落なデザインの

スクリーンパーティション

したか？

ものや引戸のデメリットである気密性・

スライディング

が多かったのではないでしょうか？

人気の無垢材シリーズ！
WOOD ONE
ピノアースシリーズ

存在感を抑えたデザイン
Panasonic
Archi spec HIKIDO

玄関も引戸だと便利！
YKK AP
スライディングドア
コンコード

入口がドア（扉）の部屋の方

断熱性・防音性が低いという点をカバー

『引く文化』という日本特有の文化の

する商品も多く発売され、バリアフリー

代表が、この引戸です。反対に、欧米は

やユニバーサルデザインにも繋がるので

『押す文化』と言われ、その代表は、や

お客様からの人気も高まっています。

はりドアです。日本の住宅は古来から引

ドアで隔てられた空間というのは『室』

戸が主流でした。しかし住宅の洋風化が

になります。しかし戸で囲われると、室

進み、各部屋の畳はフローリングに、障

ではなく『間』と呼ばれるようになりま

子はカーテンに、引戸はドアへと変化し

す。客室と客間では、使われ方は一緒で

てきました。和室と洗面所以外は全てド

も、なんとなくイメージが違ってくると

ア、または引戸の部屋は一部屋もないな

いうのはおわかりいただけますよね。

んて家は少なくありません。特に２階建

日本の“住まい”という空間は、昔か

以上の狭小住宅などでは、構造の問題で

ら間の繋がりによって生み出されてきま

引戸にできない場合も多く見受けられま

した。引戸がこんなに進化したのは日本

す。さらに洋風の住宅が定着した日本で

という国の様々な歴史があってこそ。

は引戸は「なんとなくダサい」「古臭い

なんとなく繋がる・なんとなく隔てると

感じがする…」など、マイナスのイメー

いう曖昧さやゆるさが、今の日本の住宅

ジを持たれていたのかもしれません。

には足りないと感じる今日この頃です。

暮らしに国産木材でeco活動！
昭和２０年～３０年代の戦後と言われ

温暖化の要因である二酸化炭素の吸収も

ていた時代に、復興のため材木の需要が

十分に行われなくなってしまいます。

急増し、拡大造林計画が行われ始めまし

このような状況を克服するために林野庁

た。そして、時を同じくして燃料革命が

では、平成17年から森林の持つ多くの働

起こり、家庭用燃料が木炭や薪から電気

きを発揮させるために、木をたくさん利

ガス・石油へと移り変わり、材木も燃料

用し、元気な森を作れるよう、暮らしに

用から経済的価値の高い杉や桧などの建

国産材の製品を取り入れる“木づかい運

築用材が増え、価格も急騰したことで、

動”のPRを強化しています。

“木を植えることは、銀行に貯金するこ

さらに平成２２年１０月には“公共建築

とより価値のあること”とまで言われて

物等木材利用促進法”が施行され、国が

いたそうです。しかしその後、材木の輸

率先して低層の公共建築物について積極

入が自由化となり、価格が安く、安定し

的に木造化の推進を図ると共に住宅など

て大量に供給ができることから輸入材の

の一般建築物の木造化も促しています。

国際教養大学

図書館
（秋田県）

需要が増え、戦後に造林された人工林も
利用可能な時期を迎えているにも関わら
ず、昭和30年代には9割だった材木の自
給率も今や２割ほどになっています。
また、林業の衰退から森林の手入れが不

木づかい運動
公共建築物等木材利用促進法

十分になり荒廃が目立つようになりまし

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kidukai

た。これらは、台風の被害を受けたり、

木づかい．COM

大雨によって土砂災害を起こしやすく、

http://www.kidukai.com

川上村立川上中学校
（長野県）
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アルシュの専門リフォームをご紹介！

～バリアフリーリフォーム編～

アルシュでは、お客様のご要望に合わせて、各種専門リフォームを承っております。
例えば…ペットと快適な暮らしをしたい方には「ペットリフォーム」を、二世帯での暮らし始めようかという方には「二世帯リ
フォーム」など、その他「耐震リフォーム」や「家具リフォーム」など多数の専門リフォームを行っております♪
その中でも、今回は『バリアフリーリフォーム』をご紹介いたします。
バリアフリーリフォームとは、障害をお持ちの方、介護を必要とされる方・介護する方はもちろん、お子さまからお年寄りまで
家族の皆様が快適に安心して暮らせる住まいづくりのリフォームです。家の中の段差を全部なくしたり、車椅子での動線を考慮
した間取りに変更したり、高齢者の方や障害をお持ちの方が快適に暮らせる空間づくりのお手伝いをさせていただきます（^^）
『今はまだ必要ないんだけど、将来のことを考えて・・・』という方は、間取り変更などの大掛かりな工事をしなくても、今お
使いの設備を取りかえるだけでも、快適な住空間を確保できますよ！

FLOOR

DOOR

-床-

-ドア-

床を滑りにくく、つまづきにくいフ

レールなどの段差がなく、車椅子で

ローリング材に変えるだけでも事故

も通りやすい開口幅の建具です！

防止につながります！傷や汚れにも

引戸タイプや折戸タイプなど、種類

強いので車椅子を使う方のお住まい

も豊富なので場所や用途に合わせて

には特にオススメですよ♪

ご提案させていただけます！！

おもいやりフロア／大建工業

HANDRAIL

-手摺-

おもいやりドア／大建工業

BATHROOM

-お風呂-

足元を照らすLED照明付きのブラ

入浴動作をサポートしてくれる機能

ケットで夜の暗い家の中でも安心で

やアイテムも充実していますよ！お

す。豊富な部材で様々な場所に取付

子さまからお年寄りまで安心して入

け可能！もちろん廊下や、トイレ、

浴していただけます。

寝室のベッドサイドにも使えます♪

グランテージ・サポートスタイル

システム手摺３５型／大建工業

SANITARY

／INAX

TOILET

-洗面-

-トイレ-

洗面スペースを広く確保するのはも

トイレが狭く、手摺りがあっても不

ちろんですが、車椅子でも使いやす

安な場合は、従来のタンク付きトイ

い洗面化粧台もありますよ！排水口

レより奥行きが短くなったタンクレ

位置をずらし、車椅子のままでも膝

ストイレを。トイレを交換するだけ

が当たらない設計になっています。

で、動作空間も広がりますよ！
サティスSタイプ／INAX

ドゥケアカウンター／INAX

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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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

