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私の通っていた小学校の校歌の作者が谷川俊太郎さんでした
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当時何となく聞いたことのある有名であろう名前に、「私の小学校の校歌は
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ビルやマンションに、
「定礎」と書かれた石や金属のプレートが埋め込まれているの
をよく見かけます。
これは、建設に際して起工式や竣工式など様々な行事がある内の一つ「定礎式」で

正しい玄関
しい玄関での
玄関での靴
での靴の脱ぎ方

埋め込まれる定礎石と呼ばれるものなのです。

いきなりお尻
いきなりお尻を向けるのはマナー違反
けるのはマナー違反！？
違反！？

ヨーロッパの石造建築で基準となる石を置く"CornerStone Laying Ceremony"という

玄関で靴を脱ぐ際、外から入ってきたままの向きで靴
を脱ぐのは行儀が悪いとされています。そこで、靴先が
玄関の方を向く状態になるよう、一旦外に向き直り、
家にお尻をむけて靴を脱ぐ人を多く見かけます。
しかし、実はこれはマナー違反。家にお尻を向けたまま
脱ぐのは失礼にあたります。正しくは、入ってきたまま、
つまり靴先が家の中に向いたまま靴を脱ぎ、一旦玄
関に上がってから靴の向きを変えるのが正しいやり方
です。神社などでは、昔から神様にお尻を向けた状態
にならないよう、靴先が建物の中を向いたままの状態
で靴を脱ぎ、向きも変えないのが正しい作法とされて
います。
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耐震改修についての小冊子

リフォーム産業新聞社

ものに由来し、本来は建設初期の段階に行われるものです。
しかし日本では、ある程度完成した時点でそれまでの工事に対する感謝とその後の
安泰を祈願してハメ込む儀式となっています。
ちなみに定礎石は、通常南東の角に置かれます。
また多くの場合、定礎石の奥には「定礎箱」と呼ばれる鉛や銅、ステンレス製の箱
が埋め込まれています。
定礎箱には住所や発注者、施工者などを記した定礎名板や氏神様のお札、建築図面、
さらに当日の新聞や通貨、社史などが入っていて、ちょっとしたタイムカプセルと

にチェックを入れて下さい。

なっています。
タイムカプセル同様、普段取り出すことは出来ず、見ることが出来るのは建物を壊
す時、壊れた時だけです。

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

季 節 のお手 入 れ 【
② 月】

料金：大人
800 円/高校生以下無料
料金

暖
• 房 による結露 に注意 し て下 さ い。

駐車場：あり
無料/乗用車 3 台・身障者用 1 台
駐車場

住吉小学校 校歌
谷川俊太郎 作詞
林
光 作曲

「上井草駅入口」下車徒歩 5 分

わかばのけやきはるのひは
つちがとってもいいにおい
みみずもかえるもともだちだ

「石神井公園」駅より西武バス荻窪駅行き（荻 14）

みどりのけやきなつのひは
みずがきらきらかがやいて
まっしろノートがまぶしいな

セメ ントを水 で溶 いたも ので、敷 きト ロとし て石 やタイ ル の下 に敷 かれる。
ま た、
床 に敷 かれた石 と石 の間 に流 しこんで、石を固定 す る のに使 う。

（荻 14）「上井草駅入口」下車徒歩 5 分/西武池袋線

きんいろけやきあきのひは
かぜがとおくへふいてゆく
みえないあしたがみえてくる

JR 中央線「荻窪」駅より西武バス石神井公園駅行き

Pid のある日常
のある日常では
日常では室内物干
では室内物干しが
室内物干しが絵
しが絵になります。
なります。

【Pid】
Pid】の特徴
調べると谷川俊太郎さん…あらゆる小・中・高・企業の作詞をしておりました
必要なときに、ワイヤーを延ばして使う室内用物干しです。
今でも歌えるほど可愛い歌詞とメロディーの校歌です
ワイヤーは最長で 3.6m、洗濯物は 10kg まで干すことができます。
安全設計
ワイヤーが本体に戻る際に人の歩くスピードで戻るように設計されています。間違ってワイヤ
ーを手から離してしまっても怪我をする心配がありません。
アルミプレートを下地(間柱)に固定して本体・フックカバーを被せるだけで固定でき、後付
けも簡単です。
壁面との調和を重視したデザインです。
はだかのけやきふゆのひは
そらがほしまでつづいてる
うちゅうにむかってうたおうよ

公共交通：西武新宿線「上井草」駅下車徒歩
7 分
公共交通

ランドリーをインテリアの一部
ランドリーをインテリアの一部にするという
一部にするという発想
にするという発想。
発想。

谷川俊太郎作詞なんだ！」と自慢に思ったりしていたのですが…

わたしの ぼくの 住吉小
住吉小

ト ロ （とろ）
】
ハウジ ング用語 【

詩人・谷川俊太郎は、長年にわたり、絵本や子どもの本の仕事にも精力的に取り組んできました。
本展では、谷川自身、「特別な存在」と語る堀内誠一、長新太、和田誠との仕事をとりあげ、
詩人の生み出した多彩な絵本の世界を紹介します。

TEL 042-424-1449 FAX 042-424-1446
E-mail info@suzukijyuuken.com
ホームページ http://www.suzukijyuuken.com/

8 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢

西塔 恵 （さいとうけい）

4 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢
霊能者・占い研究家。
東京都墨田区出身。
幼少の頃より霊的なものを感知する力を持ち合わ
せていた。20 代の頃、その才能に惚れ込んだ漫画
家つのだじろう氏の強い希望により、同氏の代表作
「うしろの百太郎」に登場する霊能者のモデルとな
る。現在は、スピリチュアルカウンセラー、コメン
テーターとして、TV・雑誌・講演会で活躍中。

1 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢

これまで積み重ねてきたことがかたちになる年です。
努力が報われて、大きく発展できるでしょう。長年の夢や目
標がある人は、この年に実現しそうです。また、仕事でもプラ
イベートでも良い出会いが訪れそう。恋人がいる・いないに関
係なく、モテモテの一年になるでしょう。ただ、肝心のあなた自
身が恋愛に乗り気になれないかもしれません。というのも、それ
以上に夢中になれることがたくさんあるから。恋人がほしい人
は、せっかくの出会い運を無駄にしないためにも、時間と心に
余裕を持つよう心がけてくださいね。橙色の服や小物がラッキ
ーアイテムです。

5 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢

進んで出逢いを求めたり、仕事の幅を広げたりと、恋愛にも仕事にも
積極的になれそうな一年です。
あらゆる可能性に満ちあふれていますが、待っているだけではチャンスは
めぐってきません。自ら動いてチャンスを手に入れてくださいね。仕事で
もプライベートでも、いろいろな物事を試すことによって、今まで気付か
なかった自分の魅力や能力を発見できるでしょう。初めてのことにもど
んどん挑戦して吉！ とにかく、行動することによって大きな発展が見
込める年です。この年がターニングポイントとなるかもしれません。恋愛
運を上げるためには、白が基調となった服や小物を身につけて下さい。

2012 年は、現在の状況から「次のステージ」へと移っていく年です。
昇給や昇格、より良い条件の会社への転職などステップアップが期待できそう。
恋愛においても同様です。片想い中の人は友達から恋人へ、お付き合いしてい
る相手がいる人は恋人から夫婦へと関係が変化していくでしょう。いずれにして
も、自分から無理に「変えよう」とするのではなく、焦らず自然の流れに身を任
せることが大切ですよ。また、幸運に恵まれている年ですから、チャンスだと思った
らすぐに飛びついて吉。苦手なことも、挑戦してみたら案外簡単に克服できる
かもしれません。ラッキーカラーの黒でさらに運気アップ。

2 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢

6 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢

周囲の人との関わりによって大きく飛躍できる年です。
自らアピールしなくても、あなたの一生懸命な働きぶりが噂になって良
い評価につながったり、発言に力のある人の引き立てで昇給・昇格し
たりしそう。恋愛でも同様のことがいえるでしょう。友人の紹介や、人
数あわせで行った飲み会などで理想の相手に出逢うなんていうことも
考えられます。2 月生まれの人の 2012 年の幸運の鍵は、飾らずに自
然体でいること。等身大のあなたの振るまいが、より多くの人を惹きつ
け、さまざまなうれしい出来事を呼び込んでくれそうです。赤い色の服
や小物でさらに運気を上げられますよ。

熱い恋に身を焦がしてしまいそうな年です。
夢中になるのはいいけれど、我を忘れるほどのめり込んでしまうと相手が遠ざか
っていくので注意が必要。周囲からの信頼もなくしてしまいかねませんから、ど
れほど幸せ気分でも仕事や友人関係をおざなりにすることだけは避けるように
してくださいね。恋人のいない人には、理想の相手との出逢いが訪れるかもし
れません。関係の進展を焦らずにゆっくり仲を深めていくことが大切です。2012
年は定期的に自分の良いところ、良くないところを見つめ直すのが運気アップ
につながります。また、緑色が幸運を呼んでくれますよ。

2012 年のあなたはとても情熱的。どんなことにも進んでチャレンジしてみたくなる
でしょう。自分のステージを広げるチャンスの到来です。
恋愛面では、とても魅力的な異性に出逢ってひとめぼれしてしまいそう。でも、
その相手はすごくモテる人。あなたのアプローチはなかなか通用しないかも。そん
な相手だからこそ、なんとかモノにしたい！ とますます燃えてしまうのかもしれま
せん。恋をうまくいかせる秘訣は、かっこつけずに素直な自分をみせることです。
ありのままのあなたの魅力を相手に伝えて。金色の服やアクセサリーが恋のピン
チから救ってくれます。

9 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢
これまで苦手だった人とひょんなことから仲良くなったり、敵対視していた相手と
意気投合したりと人間関係に変化の多い一年となりそうです。
それは恋愛でも同じ。自分の好みのタイプとはまったく反対の相手を、ふとしたき
っかけで好きになるなんてことがあるかもしれません。いずれの場合も、その人が本
来持っている「良い部分」に気付きやすくなるから。周囲の人との関わり合いを
深められる、とても有意義な一年になるでしょう。恋を成功させる鍵は、ギャップ
の演出。「見かけによらない」人を目指しましょう。また、青の服や小物も運気ア
ップに一役買ってくれますよ。

10 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢
仕事でもプライベートでも、人間関係を大切にすることがチャンスや良い出会い
につながっていく一年です。
年の後半になるほど運気は上昇していきますので、努力の成果を急がずに気長
に待ちましょう。この年の頑張りは必ずかたちになり、報われますよ。一生ものの
出会いが訪れる暗示もあります。恋愛面は非常に安定していますが、自分以外
の恋に振り回されそうな運気。人の恋愛相談に乗ったり、縁を結ぶのに一役買
ったりという場面が多いかもしれません。でも、その分感謝されるので悪い気はし
ないはずです。透明のアクセサリーや小物が運気を上げるのに役立ちます。

11 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢
2012 年は、なにかしら「覚悟」や「決断」をしなくてはならない場面が訪れそうで
す。
ずっと迷っていることがあるなら、思い切って行動に移してしまえば案外うまく
いくかもしれませんよ。考えすぎず、自ら動いて正解です。直感を信じましょう。
恋愛面でも、曖昧な関係やなかなか進展しない関係にはきちんとした答えを
出すべきとき。決断を先延ばしにしてはいけません。あなたから動いたほうが、結
果的には相手や関係そのものを良い方向へ変化させることができます。パール
ホワイトのアクセサリーや小物が、あなたを幸運へと導いてくれます。

3 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢

7 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢

これまでのあなたにとっての常識や習慣が当たり前ではなくなるような
出来事があるかもしれません。
しかし、そんな変化を恐れず、むしろ自らを変えていこうという姿勢が
運気アップのポイントです。どんなことがあってもそれをマイナスだと思わ
ず、人生を楽しくするチャンスだと前向きに受け止めましょう。2012 年
は別れもたくさんあるけれど、そのぶんすてきな出会いもたくさんある一
年です。ただ、人間関係において、ほんの少しのすれ違いが後々大きな
溝となってしまう可能性もあるので注意が必要です。不要な誤解を招
かないように、綿密なコミュニケーションを心がけてください。
黄色のアイテムがお守りになりますよ。

あなたの人柄にスポットライトがあたり、人気者になりそうな年です。
12 月生まれの
月生まれの運勢
まれの運勢
あなたといると心地よいと感じる人が、周りにたくさん集まってくるでしょう。新
仕事での発展が見込める年です。
しい知り合いや友人も増えて、とてもにぎやかでうれしい忙しさのある一年にな
これまでの努力や業績が認められ、ワンランク上のポジションを任されるかもしれ
軟水のはなし
軟水のはなし
りますよ。恋愛面でも同様、あなたを「いいな」と思う異性が多く現れます。あな
ません。責任ある立場となり、プレッシャーも増えるかもしれませんが、人間として
たにその気はないのに、しつこいお誘いや強引なアプローチをうけて困ってしまう
大きく成長するチャンスです。恋愛においては、直感を頼りにすることが肝要。ピ
場面もあるかもしれません。まさに、愛するよりも愛される一年ですね。恋人募
ンときた相手には迷わずアプローチし、「何かが違う」と感じる恋は迷わずに手放
集中の人は、自分の理想よりも「癒やし」が感じられる相手を選んで吉。銀色
して。出会い運は好調です。これまで出会ったことのないような素敵な相手とめ
の小物でさらに運気アップです。
ぐり会えるかもしれません。ただ、不釣り合いに思えるようなら深入りは禁物。ピ
ンク色の服や小物を身につけることで、さらに運気アップ。

