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エコハウス
S&I 工法

エコハウスというのは、環境への負担の少ない設計、素材、工法、廃棄物処理
方法など取りいれた住宅の総称のことです。
最近、環境共生住宅という言葉も聞きますが、この環境共生住宅というのは、
建設省（現 国土交通省）と民間企業が共同で研究・開発したもので、環境と調
和を保ち、資源・エネルギー利用や廃棄物処理への配慮がされ、かつ健康で快適
な生活ができるように工夫された住宅のことです。

高橋工務店は、チーム・
マイナス６％に参加してい
ます。
http://www.team‑
6.jp

今後、このエコハウスというのが主流にな
ると思います。
そのなかでもＳ＆Ｉ工法と呼ばれるものが、
次世代の住まいのヒントになるのではと感じ
ています。
このＳ＆Ｉ工法というのは、スケルトン
（骨格）とインフィル（内部）の独立性を高め、内部仕切りの自由度、リフォー
ムが容易にできるように工夫された工法のことです。

野菜と挽肉のスープ煮

ロールキャベツを作るのは面倒、という
方にお勧めのメニューです。白菜でも、
キャベツでも、お好みの野菜でどうぞ。

＜材 料＞ ４〜５人分
白菜
１kg 位
（またはキャベツ 1.5kg 位）
固形コンソメスープ
２ヶ
挽肉
５００g
塩・こしょう
少々
水
１カップ
みりん・醤油
各 ５０cc
＜作り方＞
１．深めの鍋に、水、固形コンソメスープ、みりん、醤油を
入れます。
２．白菜を４〜５㎝位にザクザクと切り、その半分を鍋に入
れてから、挽肉を敷き詰めます。
３．挽肉に塩・こしょうをしてから、残りの白菜を入れます。
４．鍋に蓋をして、中火にかけます。
５．沸騰してきたら、弱火にして３０分ほど煮込みます。
（鍋に入りきらなかった白菜がある場合は、煮込んでい
る途中で追加して下さい）
６．切るようにしてお皿に盛ります。
＊ 白菜のほうが水分が多いため、キャベツを使う場合の水の
分量は２カップ弱位になります。(yumi)

①

≪パソコン奮闘記≫
ＮＨＫ教育テレビ夜１０時から放映されている趣味の番組では、
パソコンやインターネットに関した講座が多く放映されています。
高齢者を対象にしたものも多く、パソコンなどに関心があるとい
うことが分かります。
その中でも最近、話題になっているのがブログとＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサイト）と呼ばれ
るものです。
ブログというのは、インターネット上に公開される日記のようなものです。
真鍋かをりさんのブログが火つけ役になり、最近では、しょこたんと呼ばれる中川翔子
さんのブログが有名です。また、芸能人だけではなく、政治家、スポーツ選手、タレント
などもご自分のブログを開設しています。
なっとう偽造 問題では、志村けんさんはブログでコメントを発表されていました。
また、話題になった藤原さんと陣内さんもご自分のブログで結婚報告などもされています。
ブログは、芸能人や有名人だけではなく、多くの一般市民も開設しています。
私の知人もブログで俳句を発表したり、ペットの様子を発表しています。また、弊社でもブログを開設して
いますし、私も日常の様子などをブログで発信しています。
さて、ブログと同様に最近話題なのが、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサイト）と呼ばれるものです。
このＳＮＳというのを言葉で説明するのはかなり難しいのですが、インターネット上のコミュニティで、人と
人とのコミュニケーションを円滑にする仕組みがあります。趣味や嗜好、居住地域、出身校、などの共通の話
題でコミュニティが作られています。このコミュニティは、不特定多数から、友人・知人限定というセキュリ
ティにも配慮されています。
このＳＮＳは体験してはじめて分かるのかも知れません。国内では、mixi（ミクシイ）が最大の会員数を
持っています。世界的には、MySpace が最大です。
私も mixi（ミクシイ）
、MySpace の会員ですのでお気軽にお声がけください。
（hiro）

私と映画 《印象に残った作品》

◆mixi http://mixi.jp/（招待状をお送りします。
）
◆MySpace http://www.myspace.com/

勝利への脱出
今号より私と映画というテーマ
で、映画を題材に書きつづけようと
思っています。
第１回目は《印象に残った作品》ということで『勝
利への脱出』を紹介します。
この映画は、占領下のパリで行なわれることにな
ったドイツ・ナショナル・チームと連合軍捕虜選抜
軍のサッカーの試合を利用して、脱走を試みる連合
軍を描いています。
最近、日本でもサッカーが国民的な関心事になっ
ていますが、
第２次世界大戦時代のヨーロッパでは、
サッカーは特別なものだということが分かります。
作品の中で、ドイツチームが最悪者として表現さ
れていますが、そのドイツ軍にあって、連合軍側の
良いプレーに拍手する一人のドイツ将校がスポーツ
に政治や戦争がないというメッセージを伝えていま
す。
内容的には、もの足りない部分もあるかも知れま
せんが、私が中学生の頃に見た作品で、今でも印象
に残っています。私の思い出ですみません。
（hiro）

私の本棚から
「甘え」の構造 [新装版]
土居健郎 著
私の本棚は、福祉・社会学・心理学とあまり面白
い本はありません。
今回紹介する本はその中でも読みやすく分かりや
すい本を紹介します。
「甘えの講造」は日本人論としてあまりにも有名
で、海外にも多く翻訳されています。
土居先生は「甘え」は日本人の心理と日本社会の
構造を理解する上で、重要なキーワードだと説明し
ています。つまり日本人は、周りの人に好かれて依
存できるようにしたいという独特の感情を持ってい
ると定義しています。
この定義は、少し（かなり）古いのですが、日本
人の基本的な部分であるということが理解できると
思います。読まれた方は、この定義の発展系をご自
分で考えられるのも良いと思います。
（hiro）

②

日本語って難しい(◎-◎)
最近、テレビや雑誌、本、携帯ゲームなどでも日本語に関したものが増えてきました。
日本人なので分かって当たり前と思うのですが、なかなか難しくて、間違って使っている日本語
もたくさんあることに気づきます。
「汚名を挽回する」
正しくは、
「汚名を返上する」
「名誉を挽回する」ということです。
「汚名挽回」では、汚名を取り
戻すことになってしまいます。つい間違って使っている感じがします。
「情けは人のためならず」
文化庁がおこなった 「国語に関する世論調査」 では、誤答が 48.7％でした。
意味は、他人に親切にしていれば、まわりまわって自分にもいいことがある。自分のためだと思って、人
にはやさしくしなさいということわざです。
日本語って難しいですね。
言葉というのは時代と共に変化しているのも事実だと思いますが、日本語の良さをあらためて
感じてみたいと思います。(hiro)

HIDE の 部屋

≪無垢材(むくざい)と
集成材(しゅうせいざい)≫

【震災対策技術展】
2007 年２月１日〜２日にパシフィコ横浜で開催さ
れた 震災対策・自然災害対策技術展 に行ってきま
した。この技術展は国内最大級のもので、国内外数百
者の企業が出展し数々のシンポジュウムも開催されて
いました。
地震前通報システム（大きな地震が来る数秒前に地
震を通報する）や震災後のシステム（簡易住宅・トイ
レ…）などが目を引きました。
住宅のことを考えれば、わずか数秒ですが、ガス、
電気の遮断ができれば、火災などが起こらないように
できると感じました。この数秒間は、可能性が大きい
と感じました。(hiro)
HIRO の福祉教室

無垢材とは皆さんご存知の通り、純粋な一つの材
料でできている物です。言い換えれば、本物の木材
という意味ですね。
昔は無垢の材料しかありません
でした。
それに対し集成材とは挽き板を繊維方向に
組み合わせ、接着剤で接合した木材加工製品です。
節などの欠点を取り除き強度のバラツキがなく、
狂
いや割れが生じにくいです。
構造用集成材は一般の
無垢材に比べ約１．５倍の強度があります。
分かりやすいのがフローリング材です。これは一
般には合板と呼ばれますが、
面材(表面の材料)とそ
の下の材料を木材の繊維を互い違いに貼り合わせ
た物です。また、最近では構造用集成材としては、
柱や梁などで多く用いられますが積み木を組み合
わせた様に見える材料がそれです。
当社では基本的に構造材は無垢材を使用してい
ますが構造上どうしてもの時は集成材も使用しま
す。
接着剤の強度も上がり信頼も出来ますが
、弊社のこだわりで構造材は無垢材を出来
るだけ使用するようにしています。

―――「福祉という言葉・・・」―――
福祉という語源について考えてみましょう。
もともと、
「福」も「祉」も、どちらも「幸福」や「しあわせ」にするという意味があるようです。
藤堂明保は、福祉の語源に関して「福は富なり、……神の恩恵によって豊に恵まれること」
「祉は、神がそ
こに足を止めたもうの意味」と説明しています。また、別の意見として、中国の「易林」 という古典では福祉
という言葉が「天の恵みによって幸せな生涯をまっとうして喜ぶこと」の意味に用いられているということだ
と説明する学者もいます。
「福祉」という言葉を英訳すると「welfare」という言葉になります。この「welfare」という言葉は造語で、
「well=よく」という言葉と「fare=旅路・生きる」という言葉が合わさってできた言葉です。
「よりよい生活」
さらには「よりよい暮らし」という意味になります。
（NPO 法人地域福祉研究室 pipi 理事長）

③

〜大人の時間を楽しむ
新しい時代のリフォーム減築という考え方〜
―― 高橋秀一 ―
減築というのは、高齢になった夫婦が、リフォームして、床面積を減らすことを
言います。
子供と一緒に暮らしていた時代は、部屋数が必要でしたが、子供が独立して夫婦 2 人で暮らすようになると、
部屋の数はあまり必要なくなります。
このように部屋数を減らすリフォーム（減築）が注目されています。
減築する利点として、建物の総重量が減ることで耐震性能が向上します。また、通風性・通光性の向上や効
率的な冷暖房などが期待できます。さらに部屋数が多いと高齢者にとって掃除だけでも重労働ですがその負担
が少なくなります。
もちろん欠点も考えられます。
子供さんが孫を連れてきたときなど泊まるスペースがなくなったり、減築することで強
度が保たれない住宅もあり、減築自体ができません。
空いた部屋を音楽・映画観賞の部屋としてリフォームするのも良いですし、いろいろな
工夫が楽しめると思います。
減築にはいろいろな広がりがあると思います。
また、減築以外にも空いた部屋を貸し出すというリ
フォームもあります。老後の資金にあてるという良い
方法です。
次号で詳しくお伝えいたします。

トステム主催のコンテスト
―――リフォームマジック部門「敢闘賞」―――

シックハウス診断士補
―――資格取得―――
弊社、高橋秀一と高橋由美が『NPO シックハ
ウス診断士協会』が主催するシックハウス診
断士補試験に合格しました。
シックハウスは、幅広い範囲ですが、特に
家具などを新調されて、何となく体調がすぐ
れないなどシックハウスが原因かも知れませ
ん。お気軽にご相談ください。

▼シックハウス診断士の試験を昨

年の十二月に受験しましたが︑当
日下の娘が発熱してしまったので
妻と共に﹁さっさと﹂試験を終わ
らせ帰宅しました︒そんな思い出

がある受験日でした︒合格して﹁ホ
ット﹂しています︒
︵ hide
︶▼お買
い物をしてポイントが付く︑その魅力的なサ
ービスに弱い私︒必然的にポイントカードは

増え︑整理しても︑有効期限内のカードは捨
てられずにたまる一方︒それでもポイントの
還元が楽しみで︑今日もコツコツためてます︒

(yumi)▼新シリーズとして﹁本﹂と﹁映画﹂

④

のコーナーを作りました︒ところが私も昔の
ことばかり思い出す年齢になってしまったの
か古い話題になってしまいました︒最近︑新
しいものよりも古き良き時代のことばかり考

◆５月２０日 宮前区役所周辺
弊社が加盟している『地域貢献建設会
ロコビルダー』として、みやまえふれあい
フェスタに参加します。
テーマは、
『住まいの安全対策』耐震・防
犯・バリアフリー住宅・環境住宅で、弊社
は、バリアフリー住宅担当で参加します。
詳細は、後日お伝えします。

えてしまいます︒
︵ hiro
︶▼有名建築家の紹介
システムを準備しています︒次号で詳しい内
容をお伝えできると思います︒
︵作蔵︶

――みやまえふれあいフェスタ――

３年連続の「敢闘賞」の
受賞です。賞のために仕事
をしている訳ではありませ
んが、日頃の仕事の結果い
ただけた賞だと思っていま
す。これからもお客さま本
位を大切に仕事をしていき
たいと思っています。

