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耐震補強
ＳＲＦ工法

《ＳＲＦ補強》は、東京
都の「安価で信頼できる耐
震改修工法・装置」に選定
されています。
小社では、いろいろな情
報を入手し耐震について
の勉強をしています。
さまざまな工法があり
ますが、予算や条件によっ
て選択いたします。また、
他のリフォームと一緒に
耐震リフォームをするこ
とをおすすめします。

今回紹介する耐震補強の 《ＳＲＦ補強》は新世代の補強技術です。
写真のように布状のものですが、炭素繊維、鉄板などと同等以上の性能を持っ
ています。もともとコンクリート補強用に研究開発されたもので、高速道路の橋
げたや学校などの公共建築をはじめ多く利用されています。
この《ＳＲＦ補強》が耐力試験で木造建築にも有効だと実証されました。
この工法は、接着剤を塗って貼るだけの簡単工法です。
接着剤は無臭でホルムアルデヒドなどの環境ホルモン懸念物質も含まないた
め、安心してお使いいただけます。
※厚生労働省の指定する科学物質（14 物質）を含んでおりません。
定着長を長く取ることで大きな変形に追随
することができます。補強材が柔軟であるた
め、あらゆる接合部に対応します。
釘打ち穴あけが困難な場所の補強に適してい
ます。後施工アンカーのように基礎に削孔す
る必要ががないため、無筋の基礎でも安心して
お使いいただけます。

＜材 料＞ ３～４人分
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鶏もも肉のケチャップ煮

きのこ類の食物繊維は、コレステロール値
を下げ、動脈硬化の予防に効果があります。
今回は、きのこたっぷりの料理レシピを、
ご紹介します。

ケチャップ
５００g
コンソメ
固形 ２個
みりん
１００ml
水
１００ml

＜作り方＞
①厚手の鍋に、千切りにした玉ねぎをひきます。
②水とみりん、固形コンソメを入れます。
③鳥ムネ肉を並べます。
④バラバラにほぐしたきのこ類を平らに入れます。
⑤トマトケチャップをかけます。
⑥鍋に蓋をして、中火にかけます。煮立ってきたら、蓋を
とらずに弱火で１時間くらい煮込みます。
⑦出来上がったら、鳥肉だけお皿に盛りつけ、鍋に残った
ソースをよく混ぜ合わせてから、鳥肉にかけます。
☆ 残った鳥肉をほぐし、ソースと混ぜ合わせ、スパゲティ
にかけても美味しくいただけます。
《yumi》

①

≪火災警報器の義務化≫
いよいよ本年(平成１８年６月１日)より新築住宅でも火災報知器の設置義務化になります。既存住宅でも
川崎市の場合、平成２３年５月３１日までに設置する条例が決まっています。

火災警報器のことは「＠大工さん５号」でお伝えし
ましたがお問い合わせが多かったので続報です。
Ｑ ：アパート、マンションなどの共同住宅は１世帯ずつ必要ですか？
Ａ ：法の解釈としては必要です。
誤解して頂きたくないのは設置義務が生じるお部屋は居室（長時間生活する
部屋）
・キッチン・避難通路及び火を取り扱う部屋です。分かりやすく言い換
えると寝室・居間・子供部屋（寝る時にも使う部屋）
・和室（寝る時にも使う
部屋）
・客間（寝る時にも使う部屋）
・階段そしてキッチンなどです。
決して全室ではありません。
Ｑ ：予算はどの位ですか？
Ａ：煙・熱感知器どちらの方式でも製品及び電源工事を含めて１１,０００円 /
ヶ所～です。
その内訳は製品代が単独型電源式・天井埋め込み式煙感知器で定価７,０００
円及び設置・電源工事費が３,５００円～（電源工事に手間が掛かる場合が有
るため）プラス諸経費です。
電池式は電池１０年保証で９,５００円 /ヶ所～です。
（埋め込み式はござい
ません。
）
あくまでも目安で取付個数・形式により変わります。
（製品はナショナル製
品・消費税別）
その他設置義務の概要をＱ＆Ａ形式でお答えします。
（弊社 Web より）
感知器の設置部屋
○寝室 普段就寝している部屋。子ども部屋などでも就寝に使用される場合は設置します。
※来客時のみ就寝する部屋は除く
○台所

○階段

就寝に使用する部屋（主寝室、子ども部屋）のある階段の踊り場に設置します。

●天井に設置する場合
警 報 器の
中 心 を壁
から 40cm
－60cm 以
上 離 して
取付。

梁などがあ
る場合は、梁
から 40cm－
60cm 以上離
して取付。

●壁に設置する場合
エアコンな
どの吹き出
し口がある
場合は、吹き
出 し 口 か
1.5m 以上離
して取付。

警報器の中
心が天井か
ら１５cm－
５０cm 以内
の位置に取
付。

②

８月にリフォーム工事をした際に
和室天井に設置した例です。
電源式の煙感知器です。
（ナショナル製品天井埋め込み式）

火災警報機の種類
≪感知の方法≫
Ⅰ：煙式警報器
煙を感知して、火災の発生
を警報音又は音声で知らせ
るもので、一般的にはこれを
設置します。
Ⅱ：熱式警報器
熱を感知して、火災の発生
を警報音又は音声で知らせ
るもので、日常的に煙や蒸気
の多い台所に向いています。
≪電源のタイプ≫
Ⅰ：乾電池タイプ
乾電池を電源とするタイ
プで、電池切れの場合は表示
やアラーム音等で知らせま
す。配線工事が不要なため誰
でも取り付けることができ、
既存住宅への設置に適して
います。ただし電池が切れる
と動作しません。
Ⅱ：家庭用電源タイプ（100Ｖ）
配線による電源供給が必
要となります。近くにコンセ
ントがある場合はコンセン
トに差し込むだけのタイプ
もあります。
（補足） 規格に
付きましては省令等による
規格に適合するものと定め
られています。
火災警報器の品質を保証
するものに、日本消防検定
協会の鑑定があります。感
度や警報音量などが基準に
合格したものは、日本消防
検定協会の鑑定マーク が
付いていますので、購入の
目安としてください。

TOTO 製トイレの
メンテナンスについて
最近、トイレタンクに入れる洗浄剤（ブルーレットなど）によるトラブルが増えています。
メーカーでは「注意」や「警告」などは有りませんが現場サイドではトラブルが発生しております。
以前と違いタンクの内部構造が変わり一般の方がタンクの蓋を開けその中に洗浄剤を入れて蓋を復帰するのは大変にな
りました。また、便器自体も防汚技術（陶器表面をナノレベルでツルツルにし、表層のイオンパワーで汚れが付きにくく、
落ちやすくする技術）は向上し洗浄自体も効率よくなりました。従って洗浄剤を入れなくても以前よりはお掃除が楽だと
思います。入れるのをおやめください。
弊社でも 2003 年以降の便器交換工事及び新設工事に置いて便器自身の技術向上に伴い施工後ご説明いたしましたが、説
明不足な点が有りましたことをお詫び致します。
また、近年フチなしトルネード方式の便器が発売されましてからはそちらをお奨めしていますので一段と「お掃除楽々」
「節水」となりました。
洗浄にはタンクに入っている分量の水が必要です。むやみに減らすと便器及び配水管に支障をきたしますので節水のた
めのペットボトル等も入れないでください。
以前（１０年以上前）よりお使いの便器につきましても TOTO より便器に吹き付けるだけで防汚効果（約１週間）が維持
できるスプレーが発売されました。ご購入の際は弊社までご連絡ください。
（価格は 735 円です）

HIDE の 部屋

【ＩＫＥＡ港北】
イケア（IKEA）は、スウェーデンの大手家具店で全
世界に店舗があり、日本では、直営店が 2006 年 4 月に
船橋にそしてこの 9 月に港北にオープンしました。
IKEA は、車で行って、買ってきて、自分で組み立て
るという方式です。価格は、安価なように感じます。
さて、港北店ですが、第三京浜港北インターチェン
ジ側です。駐車場は 2000 台収容とのことですが、週末
は混雑が予想されます。とにかく欧米スタイルで、ビ
ックリすることも多いと思います。レストランのミー
トボールは IKEA 自慢の一品です。

HIRO の
ワンポイント手話

生コンのお話し・・・
正しくはレディーミクストコンクリートと言います。
長
ったらしいので、レミコンとも呼びます。ちゃんとした工
場(生コンプラント、生コン工場、コンクリートプラント、
バッチャプラントなどの呼び名があります。)で練った、
まだ固まっていないコンクリートのことです。
とにかく、
まだ固まっていないコンクリートはフレッシ
ュコンクリートです。生コンの方が耳慣れた言葉ですね。
さて、
コンクリートとモルタル混同しがちですが大きな
違いが有ります。骨材（砂利）が入っていないのがモルタ
ルです。セメントと砂を水で練ったものですね。
土間を打つと猫ちゃんの足跡が付きます、
それはコンク
リートが固まるとき水とセメントが化学反応を起こし熱
を発するためです。
機会が有りましたら打ったばっかりの
コンクリートに手をかざしてみてください。ことのほか熱
を感じられますよ。ちなみにセメント (Cement) とは、石
灰石（炭酸カルシウム）
、粘土、肉骨粉
などを混ぜて燃やした粉状のものです。水と
反応（水和）すると固化します。このときに
熱を出すのですね。

―――「手話を覚える方法」―――
ワンポイント手話として手話単語について書いてきましたが、
「手話を勉強したい」
「手話って難しいです
か？」という問い合わせがありましたので簡単に回答いたします。
手話の勉強の方法ですが、外国語と同じような勉強の方法があります。①教室（講座）に通う。②テレビな
どの講座を受ける。③本・ビデオ・ＣＤなどを利用するなどいろいろな方法があります。おすすめは、手話の
入門講座（行政・ボランティアグループなど）が開催されていますので参加されると良いと思います。手話は、
見る言葉なので、実際に手の動きを見るのが一番良いです。手話って難しい？ 人それぞれだと思いますが、
難しいものではありません。興味のある方は、ご一報ください。手話の入門をお話しします。

③

川崎市中途失聴・難聴者協会冊子より

～キッチンが書斎
そして、家族のコミュニケーション～
―― 高橋秀一 ―
一家で一番忙しいのは主婦かも知れません。
朝、一番に起きて、朝食・お弁当の支度をします。
パソコンに向かう人も多いと思います。メールのチェック、インターネットでお買い物。
家計簿や日記などの事務仕事も多いですね。
キッチンは、忙しい主婦にとっての書斎でもあるのです。
私の提案として、キッチンにパソコンがおけて、読書ができて、家計簿が書ける、机を設置することをおすす
めします。また、秘密部屋ではありませんが小スペースの小部屋を造っても良いと思います。キッチンを中心に
設計をすすめるとお家の全体像が見えてきます。
また、キッチンは、コミュニケーションの空間でもあるのです。家族がそろう食事の時
間は大切です。
対面キッチンは必需品ですね。
私は、音の静かなサイレントシンクをおすすめし
ます。今までのキッチンは、水はねの音がうるさく
て会話ができませんでした。
私は、家の設計をするときにキッチンを中心設計
するように考えています。
家族の笑顔が似合うキッチンっていいですよ。

―――お知らせ記事が古くなりましたの削除

④
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介護保険の住宅改修をご
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絡ください。担当ケアマネ
ージャーさんと調整させて
いただきます。
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―――取材を受けました！！―――
「宮前区ポータルサイト」で１０月より掲載がはじ
まる、インタビュー企画の取材を受けました。
インタビュアーは J リーグの記事などを書いている
ライターの「隈元さん」で、すらっとして、ライター
と言うよりはイラストレーターといった印象の好青年
でした。
「宮前区ポータルサイト」のホームページで内容を
ご確認ください。
（http://www.miyamae-portal.net）

