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『住まいの瓦版』は、あなたと鈴木住研をつなぐ心のホットライン・レターです┰
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ブログに、この時の思い出を載せてます。良かったら覗いてみて下さい┨
http://ameblo.jp/suzukijyuuken/ 夏の思い出「大谷資料館」
大谷資料館」
木工事スタート

へいじょう せ ん と

遣り方

現在は木工事が進められています

ねんさい

平城遷都1300年歳
虎の衣装を着させられ不機嫌な顔の 3 ニャンズ・・・。
ホントはもっと可愛いんですょ╂

飼い猫のトイレの臭
のトイレの臭いを防
いを防ぐ裏技
まめに掃除をしていても、強烈な臭いがしてしまうトイレ。
飼い猫のトイレの砂の臭いを防止するには、底に重曹を
まいてから猫砂を入れると、臭いを抑えることができます。
砂 1 リットルに対して重曹 1 カップ程の割合で使用する
といいでしょう。さらに抗菌効果もあり、猫にも無害です。

犬のトイレを防止
のトイレを防止する
防止する方法
する方法
飼い犬が散歩途中に、玄関先をトイレ代わりに使って困
るっていう方は結構いるのではないでしょうか？｢犬のおしっ
こ禁止｣などと、飼い主向けにプレートを施しても、マナー
の悪い飼い主がいたりすることも！？
又、面と向かって注意をするとトラブルを起こしそうだし。
そんなトラブルを起こさず、犬がトイレをしないようにする
には、犬がトイレとして使っている箇所に米のとぎ汁をか
けておきましょう。同じ場所でしなくなることがあります。

「奈良・平城京」に都が移されたのは西暦 710 年。
平城京は東アジアとの交流を通して世界と結びつ
いた、日本で初めての大規模な国際首都でした。
西暦 2010 年は、「奈良・平城京」に遷都されてから
1300 年という記念すべき年です。
平城遷都 1300 年を祝い、色々なイベントが企画
されています┸
2010 年 4 月 24 日から 11 月 7 日まで、平城宮跡
のメイン会場では、春から秋の通季イベント・展示や
各季フェアを展開。
2010 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで、地域ごとの
様々な特色を活かしたイベントや、秘宝・秘仏の特
別公開まで。
奈良の多彩な魅力を堪能できそうですね。
http://www.1300.jp/index.html
せんと

ちなみに“遷都”とは
“都を他の地に移すこと”
知らなかった･･･。 チーン┥

六本木ヒルズ
六本木ヒルズ展望台
ヒルズ展望台 東京シティービュー
東京シティービュー／
シティービュー／東京都港区 初日の
初日の出予定時間 6:47
東京の
東京の大パノラマを染
パノラマを染める初日
める初日の
初日の出を見よう
六本木ヒルズ森タワーの 52 階にある、高さ 11m の吹き抜けと 360 度ガラス張りの開放感あふれる空間。元日は特別早朝営業があり、
予約をすれば地上 270m にある屋上のオープンエア展望台「スカイデッキ」からも初日の出を見ることができる。

東京タワー
東京タワー／
タワー／東京都港区 初日の
初日の出予定時間 6:47
東京のシンボル
東京のシンボル！
のシンボル！人気スポットから
人気スポットから初日
スポットから初日の
初日の出を楽しむ
1958（昭和 33）年開業で、高さ 333m の総合電波塔。地上 150m に大展望台、250m には特別展望台があり、東京湾から昇る雄大な
初日の出を堪能できる。特別展望台へは入場制限（先着 80 名）があるが、ゆったりと初日の出を拝める。

テレコムセンター展望台
テレコムセンター展望台／
展望台／東京都江東区 初日の
初日の出予定時間 6:48
東京湾をオレンジ
東京湾をオレンジ色
をオレンジ色に染めていく初日
めていく初日の
初日の出
21 階の展望台からは臨海副都心の全景やコンテナ埠頭など、パノラマの眺望が楽しめる。夜景は特に素晴らしく、「日本夜景遺産」
にも選出。房総半島方面から昇る朝日が海をオレンジに染めていく光景は感動的だ。

葛西臨海公園／
葛西臨海公園／東京都江戸川区 初日の
初日の出予定時間 6:50
東京のオアシス
東京のオアシス、
のオアシス、広大な
広大な公園から
公園から眺
から眺める初日
める初日の
初日の出
目の前には東京湾が広がる、都立公園としては最大級の広さを持つ公園。園内には水族園、大観覧車など人気スポットが多い。展望
スペースは広く、人工渚やクリスタルビュー、葛西渚橋から舞浜方面に昇る初日の出をゆっくりと鑑賞できる。

横浜ランドマーク
横浜ランドマークタワー
ランドマークタワー69
タワー69 階展望フロア
階展望フロア「スカイガーデン」／
スカイガーデン」／神奈川県横浜市
」／神奈川県横浜市 初日の
初日の出予定時間 6:47
日本一空に
日本一空に近い展望フロアで
展望フロアで初日
フロアで初日の
初日の出を見よう
みなとみらいのシンボルとなった横浜ランドマークタワーは、全高 296m の日本一の高層ビル。69 階の展望フロア「スカイガーデン」は、地上
273m、4 面ガラス張りの大パノラマフロア。元日は早朝営業があり、初日の出を拝めるため多くの来場者でにぎわう。

海ほたる／
ほたる／千葉県木更津 初日の
初日の出予定時間 6:49
広大な
広大な東京湾から
東京湾から昇
から昇る日の出は圧巻
東京湾アクアラインのパーキングエリア。360 度に広がる東京湾の眺望とともに水平線から昇る初日の出を見ようと多くの人が訪れる。

・空気 の乾 燥 す る季 節 です。
部屋 の空気 がこもり がちな ので、換気 に心がけま しょう。

右の写真は、私が今年の夏に行った大谷資料館の写真です。
ヴィエリチカ岩塩坑と似ていますよねぇ～。
ヴィエリチカ岩塩坑は塩ですが、こちらは約 70 年をかけて大谷石を
掘り出して出来た巨大な地下空間です。
採掘を始めて 41 年間は手掘り、掘り出された大谷石は世界の驚きの
場所で使われています。広い空間と雰囲気に圧倒されました。
宇都宮にあるので、ポーランドより気軽に行けますよ・・・笑

こんにちゎ。昨年の 11 月より西東京市で I 様・M 様邸の新築工事(3 世帯住宅)が進んでいます┨
地鎮祭から上棟、そして現在の様子をご紹介したいと思います。

季 節 のお手 入 れ 【
① 月】

虎 】 職 人用語 でロープ の控 え綱 のこと。
ハウジ ング用語 【

ポーランドのヴィエリチカの町には 700 年以上の歴史を持つ岩塩坑が残されています。
最深部は地下 327m、坑道総距離は 250km にも及ぶ、巨大地底岩塩坑が 1978 年に文化遺産に登録されました。
13 世紀半ば頃から採掘が始まったといわれ、全盛期にはポーランド王国の全収入の 30％以上をヴィエリチカ岩塩坑が
もたらしていたのです。岩塩坑は地下 64m にある第 1 層から地下 327m にある第 9 層で、観光できるのは地下 135m の
ところまでですが、相当深いですね。観光客向けの 3.5km の坑道には、坑夫たちが岩塩を彫り上げて作った、レリーフや
祭壇、キリスト像などが点在しています。地下 100m 地点に突如、大広間が現れます。この広間の床や壁、シャンデリア
に至るまですべて塩でできているそうです。広間奥には聖キンガ堂と呼ばれる礼拝堂があり、なんとこれも塩でできている
というから驚きですね。現在でもミサや結婚式などに使用されているそうです。

『あつい』
あつい』 『さむい』
さむい』 『うるさい』
うるさい』 を解決する
解決する防音・
防音・断熱内窓
トステム“インプラス”のテレビＣＭが好評放映中です。
出演は俳優の堤真一さん。 ALWAYS 三丁目の夕日など映画やドラマで大活躍ですね。

岩塩製の「最後の晩餐」

岩塩を彫り上げて作った、採掘の様子を再現した人形

住まいの瓦版 12 月号に登場し、インプラスを宣伝してくれた“謎のひと”・・・。
“謎のひと”の正体は、鈴木住研がお世話になっている、ハラコートーヨー住器さんの井花さんです┸
トステムのイチ押し商品【インプラス】の魅力を熱く語ってくれました。
登場して頂いた（勝手に合成）お礼に、インプラスの魅力をご紹介したいと思います！ 井花さんありがとうでした┨

広間の床や壁、シャンデリアに至るまですべて塩でできているという

合成バレバレ“謎のひと”こと井花さん

本物はこちらの堤真一さん

インプラスの特徴
インプラスの特徴
家の中でもっとも熱の出入りが大きいのは何処だか分かりますか？
それは・・・・・・【窓】です。
熱の流出割合は 48％が【窓】からの流出です。
窓の断熱性を高めることが、住まい全体の断熱性能を高める
重要ポイントです。
既存の窓とインプラスの間に生まれる新しい空気層が室外と室内を
しっかり隔てる構造になり、大きな断熱効果で外気温の影響を受け
にくくし、結露の発生を抑えます。そして、空気層は高い防音効果も
発揮します。

聖キンガ堂と呼ばれる礼拝堂

ラインナップ

引違い窓

ＦＩＸ窓

インプラス

防音・断熱内窓

トステム

耐震

誰でもできる
わが家の耐震診断

国土交通省住宅局

暮らすよろこび応援
らすよろこび応援ブック
応援ブック

高齢者・介護する方、
される方のためのガイド

ＩＮＡＸ

水まわりピカピカ・ブック

水廻りの簡単な修理・お掃除・
リフォームをご紹介

ＩＮＡＸ

軟水のはなし
軟水のはなし

軟水器「美肌っ子」
「軟太郎」

三浦工業㈱

開き窓／テラスドア

カラーバリエーション
嬉しいキャンペーン
電動自転車やホームシアターシステムが当たるチャンスです┥

にチェックを入れて下さい。

価格
引違い窓 W1800mm×H1800mm
34,000 円（税別）～ ※ガラス代・工事費等別途

詳しくは

インプラス

で

資料送付先
お名前：
ご住所：
ご連絡先：

資料請求先
株式会社 鈴木住研 行

FAX：042-424-1446
Mail：suzukijyuuken-m@jcom.home.ne.jp

