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―――火災報知器の義務化―――

法改正！

天井設置タイプ
壁付けタイプ
日本消防検定協会
の鑑定マーク が付いてい
る物を使ってね。

消防法改正に伴い６月１日以降着工新築住宅に火災報知器の設置義務が生じます。
それに伴い遅くとも２０１１年６月（平成 23 年６月）から既存住宅への設置も義務化される
ことが決定しています。
≪住宅用火災報知器（住報器）の種類・特徴≫
○検知方式などによる分類
・煙式 火災の煙に反応｡寝室などへの設置を義務づけられる住警器は､この方式。
・熱式 火災の熱に反応｡
○電源や動作による分類
配線ﾀｲﾌﾟ 家庭用電源(AC100V)を使用。
電池ﾀｲﾌﾟ ﾘﾁｳﾑ電池やﾏﾝｶﾞﾝ電池などを使用。
連動型 火災を検知した住警器だけでなく､それに接続されているほかの住警器
も同時に鳴る。
単独型 火災を検知した住警器だけが鳴る。

お困りの点、不安な点などありましたら弊社にお尋ねください。
＜材 料＞
ねりごま
１００ｇ
粉かんてん
１０ｇ
塩
少々
豆乳
５００ｍｌ
水
５００ｍｌ

ゴマ風味寒天かまぼこ
最近話題の粉かんてんを使って、ヘルシーな
お惣菜を作ってみました。健康、美容、ダイエ
ットに効果的な食材です。
ごま・・老化防止、動脈硬化予防、コレステ
ロールを下げる効果がある。
豆乳・・骨粗しょう症、更年期障害の予防、
ガン予防、
コレステロールを下げる効
果などがある。
寒天・・高血糖・高コレステロール・高血圧・
肥満の改善及び予防。

＜作り方＞
鍋に水５００ｍｌと粉かんてん１０ｇを入れ、中火で溶かし
ます。沸騰する前に、豆乳５００ｍｌと、ねりごま１００ｇ、
塩少々を加えて、中火にかけながら、泡だて器でよく混ぜ合わ
せます。
火が通ってから鍋を下ろし、四角い容器に流し込みます。
あら熱がとれてから、冷蔵庫で１時間くらい冷やします。
固まったら、容器から外し、お刺身のように切って、わさび醤
油でいただきます。
(ねりごまは、メーカーによって濃度が違うので、ゆるいもの
は淡白に、濃いものはコクのある仕上がりになります)
一口メモ・・・粉かんてんを８ｇくらいにすると、ごま豆腐と
して滑らかな食感を楽しむことができます。
【Yumi】

①

住宅と風水
ここ近年風水という言葉をよく耳にします。
ところで、風水とはどのようなものなのでしょうか？ 風水はもともと自然界の流れを知り、悪い気を避け
て良い気を探すことを目的とするものです。
中国で生まれた環境開運学で、家相や方位、地形、地質、気功などたくさんの種類があります。
風水発祥の地中国では、風水は人々の生活の一部として考えられ、国の歴史にも多大な影響を与えてきまし
た。
陰陽のバランスが大切で、風水は中国の「陰陽五行説」という思想が基になっています。
「陰陽」というのは、
存在するものすべてが陰と陽に分けられるという考え方です。
陰がなくては陽も成り立たないという相対的な関係を風水では重要と考え、陰陽の
バランスを大切にします。
「五行」というのは、森羅万象は「木（もく）
」
「火（か）
」
「土（ど）
」
「金（ごん）
」
「水（すい）
」の五つの要素から成り立っているという考え方です。五行にはお互い
を生かしあって運を上げる良い組み合わせと、対立しあって運を下げる悪い組み合
わせがあります。

玄関
東南または東に付けると、大吉です。真北や東北、南西は凶相なので避けたほうが良いです。
北西の玄関は、その家の主人の威厳を強めるので吉相です。
店舗の玄関の場合で飲み屋さんなど深夜かきいれの商売は、北の入り口が吉相になります。

水回り
東北の鬼門と南西の裏鬼門は、大凶なので避けたほうが良いです。
このライン上は風の通り道であり、かつ、神の通り道なので、清潔に保つ必要があります。
もっともエネルギーの強い南面に便所や台所があるのも、臭いや火というその部屋の意味を強調してしまうので、
良くありません。

主寝室
北西が主人の方位なので、大吉です。その他、生まれ年によって、吉方位があります。

子供部屋
東北の鬼門と南西の裏鬼門は、成熟した大人を意味する方位なので、避けましょう。
小中学生の真南も、活発になりすぎて勉強しません。
一番いいのは、朝日が昇る方位である、東または東南です。

家庭内事故
やけど・火災の危険が多いガステーブル
ガステーブルでのやけどのニュースがよく入ってきます。高齢者だけではなく若い人たちもガステーブルが原
因でのやけどが多いです。
東京都消費者センターの報告によると 87 歳の女性が「火と刃物を使っているとボケない」ということで、一人
で暮らしていて、魚を焼いているのを忘れ台所を離れ、焦げていることに気づき慌ててグリルから魚を取り出そ
うとしてやけどした。 また、他にもガステーブルの器具に触ったり、火が衣服に燃え移ってやけどをするという
報告が多いです。特に朝など寝ぼけていることもあり、パジャマなどの袖が火に触れてのやけどが多いです。
また、火をかけ忘れての火災も減ることはありません。
『ガステーブルの回りは整理整頓し、火を使っているときはその場を離れない、火のそ
ばで袖口の広がっているものや毛足の長いものを着ないなどの注意が必要です。
』
器具の対策としては、温度センサー付きのガスレンジの使用。更に安心のために火が
出なくて熱効率の良いＩＨ機器等をおすすめします。

②

パソコン奮闘記
高橋工務店のホームページ・ブログは私が担当しています。経費削減と気ままに作れるのがよいです。でも、内容
がなかなか更新できなくて申し訳ありません。
最近では、１日中パソコンに向かっていることが多くなりました。でも、パソコンは合っていないとつくづく感じ
ます。人と話すのが好きなアナログ人間です。そして、いまだにひらがな入力だったりします。横文字恐怖症かなぁ
（*^̲^*） ところがパソコンがないと仕事ができないのも事実です。
最近、友人等からの相談で無線 LAN のことを聞かれることが増えました。無線 LAN という
のは、インターネット接続するときにパソコンからコードを使わないで、無線で接続をする
ことをいいます。ノートパソコンなどを家中好きなところに移動して使いたいときなどに便
利です。無線をする場合は、１万円程度の無線ルーターのセットを購入すればできるのです
が、設定が少々面倒です。さらにセキュリティ設定をする必要があります。おすすめは、プ
ロバイダーが提供している無線コースです。設定等も比較的簡単にできます。
【hiro】

HIDE の部屋

定尺(ていしゃく)
長さとか幅とかが決まった標準サイズになっている
商品、材料です。よく使われるサイズは略称ができま
す。定尺寸法という言い方もします。三六(さぶろく)
は 3 尺×6 尺、つまり 91cm×182cm で合板(ベニア含
む)・石こうボードなどに一番よく使われます。ちなみ
にコンパネ(コンクリート打ちの枠に使う合板) は
90cm×180cmです。
四八(しはち) は4尺×8尺、
丈三(じ
ょうさん) というと長さが 13 尺、約 4m の木材です。
太さで尺角(しゃっかく)は 30 cm 角ということになり
ます。長さのそろっていないのは乱尺(らんじゃく) で
す。接合のためとかで特別の加工がしてあるとか、特
別に質のいいものは役物(やくもの) です。役物という
のは木材にかぎらず、タイル、石材、瓦など建材関係
で標準からはずれた形、良質なものをい
います。大工は特に役物を造作材(ぞう
さくざい) と呼びます。敷居・鴨居・
巾木・廻縁など多数です。

【見て触れてショールーム】
商品を選ぶときは実際に触れてみることが一番良
いと思います。
港北にはクリナップ、ＴＯＴＯのショールームが
あります。キッチン、トイレ、お風呂など実際に触
れることができます。買い物のついでにお立ち寄り
いただいてもかまいません。また、少し離れますが
横浜には、トステムのショールームがあります。こ
のショールームは、５つの住宅モデルがありイメー
ジをふくらませることができます。
どのショールームもご連絡いただければ同行いた
します。また、各自ご訪問の場合は連絡いただけれ
ば案内を作成いたします。粗品などがもらえる仕組
みになっています。
弊社近くには、防犯ショールームもありますので
ご活用ください。
HIRO の
ワンポイント手話

―――「さよなら」
「バイバイ」も手話？―――
手話というのは、耳の不自由な人たちのコミュニケーションの方法でよく見る言葉などと表現されることが
あります。
では、手話というのはどのようなものなのでしょうか？ あまり難しく考える
ことはありません。
「身ぶり」
「ジェスチェー」
「サイン」などとお考えください。
日常生活で「さよなら」と手を振ったりしませんか？ このような仕草も手話
として使われています。
ずいぶん前ですがテレビコマーシャルで、
「私はこれで会社を辞めました」とい
うのがありました。これでというのは、小指で表現していました。まぁ女性でと
いうことですね。これも手話表現として使われます。次回は、この女性という手話
表現を使った、手話単語についてお話しします。
（川崎市中途失聴・難聴者協会手話講師）

③

トステム感謝祭のお知らせ
皆様の日頃のご愛顧に感謝を込めて、全国のトステムショールームにおいて「トステム一斉感
謝祭 2006」を開催致します。←３月１１日
横浜ショールームにおいて、キッチン・地震対策セミナー、餅つき大会などを計画しています。
詳細は、弊社までお問い合わせください。
また、トステムでは３月１１日までに、キッチン「クレディア」
、バスルーム「プレシオ」を
ご成約頂いたお客様に浴室テレビ・スライド米びつ等を無料で取り付けるプラスオプションキャ
ンペーンも実施しています。

横浜ショールーム
ランドマークタワー１２Ｆ

来場される方は、ご一報いただける
と助かります。高橋工務店スタッフ
は、当日飛び回っているのでつかま
らないかも知れませんので！！

●桜木町駅（JR・市営地下鉄）から動く歩道で徒歩 5 分。
●みなとみらい駅（みなとみらい線）から徒歩 3 分。
●首都高速横羽線「みなとみらいランプ」より 1 分。

３月１１日にショールームに来場すると１家族１点防災袋をプレゼントし
ます。横浜散策のついでにお立ち寄りください。

―――特別提供品―――
地域貢献建設会 ロコビルダー に参加していま
す。この団体で、数量限定ですが住宅機器メーカー
の協賛で商品を提供できるようになりそうです。詳
しくは、後日、連絡いたします。
―――新パンフレット―――
現在、高橋工務店の新しいパンフレットを作成し
ています。次号 ＠大工さん と一緒に配れると思
います。いましばらくお待ちください。

編集後記

▼﹁
パソコン奮闘記﹂
中にも出てきた家庭

内ラン︒
弊社でもランケーブルの隠ぺい及

びインターネット環境設備のご相談を受

け付けています︒
スタッフに気軽にご相談

ください︒
本誌へのご意見楽しみにしてい

ます︒
︵
ひで︶
▼我が家に水道工事の現場

から掘り出されたサワガニがいます︒
暖

かくなって自然に帰せる日まで元気でいて

欲しいナ︒
︵
ゆみ︶
▼今号より手話について

少し書くことにしました︒
私の専門は︑
途

中から耳の聞こえが悪くなった人たちへ

の対応が中心で︑
手話だけではなく心の

リハビリテーションに重点をおいていま

④

す︒
また︑
５月頃には︑
視覚障害者のパソ

コンボランティア養成講座の講師をする

予定でいます︒
聴覚と視覚とは逆のコミュ

ニケーション方法で戸惑ってしまうことも

あります︒
︵ hiro
︶

４月から介護保険が改正さ
れます。福祉用具の販売につい
ては、認可制になります。高橋
工務店の専門は、家を建てるこ
となので、今後の展開について
現在検討中です。

私（hiro）が参加している、グループで研究紀要
を発刊しました。
「コミュニティワーク実践研究紀要」〜社会福祉
協議会職員の使命〜というものです。
内容は、少々難しいかも知れませ
んが興味のある方、福祉現場に関わ
っている方などご一読願えれば幸い
です。ご希望の方には、お届けしま
すのでご連絡ください。

