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新年おめでとうございます。本年は午年ですから希望に向かって
大いに駆け巡りたいものです。皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上
げます。

NPO< いい家塾 > は創立 10 周年を迎えました。
私が「いい家」造りの啓蒙活動を始めて 40 年が経過しました。
スタートは人と住まいの関わりを描いた映画「木霊」のシナリオを
書いたのが 40 年前です。
この「木霊」のリバイバル上映会を読売
新聞の記者が開催してくれたのが 2003 年 9 月 25 日でした。上映後、
今も家を買って後悔する人が余りにも多い事から、賢明な消費者の
輩出を目的に NPO「いい家塾」がこの時誕生して 10 年が経過し
ました。
よく継続できたとの思いが実感です。何より 520 名の卒業生
の笑顔に支えられました。又、塾生の要望から一緒に建てた「いい
家」のモデルが竣工した時、喜びを共有してモノづくりの醍醐味が
私の宝物になりました。
この 10 年間の成果を「いい家とは、
どんな
家」と題して記念シンポジウムを開催し、新たな出発とします。

映画「木霊」の制作動機と
「いい家塾」の誕生
昭和 35 年頃から、戦後の住宅不足を解消するために、公団住宅
やプレハブ住宅が次々登場しました。
そんな中に、たった２日で家
ができるという、鉄板の箱のプレハブ住宅が登場したので、私は大
変な危機感を覚えました。夏は暑くて冬は寒いし音が大きく反響し
てとても生活できない箱です。
日本の家の構造材には、鉄や鉄筋コ
ンクリートよりも木が適していますが、木は鉄やコンクリートと比べ
て「熱に弱い、腐りやすい、強度がない」と、殆どの人が誤解してい
ます。
これを正さなければ大変なことになると思いました。
そこで、
団地住まいの４人家族が持ち家を計画、
どんな家が良いのか家族
会議を開き検討します。
その過程で日本の家に木が一番適している
ことを科学的に証明していきます。
こうして劇場用映画「木霊」が
誕生したのです。
「君は材木屋だから木造を推薦するのだろう」と言
われるかもしれませんね。
しかし、木の長所短所を知っているからこ
そ、
日本の気候風土に適していて、心身に良いのは木だと自信をもっ
て云えるのです。2003 年「木霊」を上映の後、制作当時より住宅環
境がさらに悪くなっている事を訴えました。
ローンが終わる前に建
て替えなければいけない短命住宅や欠陥住宅等の資産価値のない
家。暑さ寒さや、結露に悩む家。
被害が深刻なシックハウス症候群や化学物質過敏症を引き起こ
す家。いずれの問題も、消費者が家づくりを知らない事に大きな原
因があります。
そんな無防備な消費者を救済したいと熱っぽく語りま
した。私は消費者自身が「良品と悪品」を見分ける為の正しい知識
と最新情報を提供する場をつくりたいと提案しました。
「いい家とは

こんな家です」
「こんな家に住みたい」と云えるようになる為に、勉
強の場の必要性を痛感していたからです。参加者から拍手が起こり、
一級建築士など数人が同意してくれました。
ここで、ＮＰＯ「いい家
塾」が誕生したのです。

「いい家塾」の使命
「いい家塾」は一人ひとりの夢を形にする１つのコミュニティであ
り、
自立に導いてくれる社会学校でもありたいと考えています。家に
ついて知り、学び、教えあうことは、暮らしのあり方を見直すことです。
それがさらに、住宅産業界や行政に働きかけていく大きな力に育っ
ていくことを願ってきました。何人もの卒業生から実際に家づくりの
相談があり、一緒にいい家づくりをしています。家が完成した時には、
共に喜びあい感動を共有します。
「いい家塾」を設立して本当に良
かったと胸が熱くなる瞬間です。
これも運営を支えてくれる多くの協力があってのことです。サポー
ターの皆さんは、理念を共有する同志です。講義を担当して下さるア
ドバイザーの先生方もいます。協賛企業は、素晴らしい技術や商品を
提供してくれます。後悔しない家造りの〝ネットワークを標榜してきま
したが、三者の協働システムが見事に結実しました。
「住いは人が主」
「柱は木が主」と書きます。
日本の山の木で、匠の
技を生かした木造住宅をもっと建てて、美しい街並みを創出してほし
いと願います。田畑は放棄され里山は荒れ放題です。国力の基盤が
しっかりする為には、第一次産業である農林漁業が基幹産業として
健全な状態でなければいけません。里山が手入れされ、瑞穂の国が
蘇えれば、国土は保全され、食糧や木材の自給率も向上します。山村
に子供達の元気な声が響きわたり「限界集落」がなくなることを願
います。私たちの価値観が健全な方向に向かい、心豊かで安心して
人生が過ごせる社会を皆で築いていきたいものです。合言葉は「家
笑う」です。

「いい家 塾」の10年の歩み
サポーター 時愉空間

山田哲也

M邸外観

２０１３年１２月

■これからの家塾

■発足した頃は？
２００３年、後悔しない家造りネットワーク NPO＜いい家塾＞

２０１１年、３月１１日の東日本大震災、
そして大津波が東北
に甚大な被害。

が誕生しました。
この年の７月には国土交通省が重い腰を上げ、内容は兎も角、
建築基準法に「シックハウス対策法」が制定されます。
新建材まみれの新築建物が、病気を引き起こす原因であると国

加えて、福島の原発事故が引き起こした、
エネルギー問題。
毎年のように、異常気象による被害が日本各地を襲います。
関西でも自治体から、大地震や津波の被害予想マップが提示さ
れます。

が認めた、大きな変節の年でもありました。
２００４年には、新潟では１０月に新潟県中越沖地震、１２月

インターネットを通じ、正しい情報も間違った情報も簡単に手に
入る時代になりました。
ですが、１０年前に比べ、住宅産業を巡る

にはスマトラ沖でＭ９，０の巨大地震と津波被害。
２００５年、世間を大きく揺るがす「耐震強度偽装事件」
この問題では、多くの消費者が建築業界に対して不信を抱くこと
になりました。

環境は劇的には変わっていません。
・建てる前に多くの「真実」の情報を得る。
・建設業界主導から消費者主導の家創りへの転換。
私達は発足当時の基本コンセプトを礎に、新たな時代へ挑戦し

このような、建築を取り囲む時代背景の中、消費者に定期的な勉

てゆきます。

強会と云う形の中で建築の専門家が正しい情報を開示する、
「いい
家塾」の活動は多くの消費者の方の支持、賛同を戴き、数百人を
超える多くの方が講義を受け、卒業されてきました。
又、座学だけに留まらず、木材等の原産地や加工の現場にも塾
生と共に足を運び、
日本の森林の現状や正確な事実を学ぶこと、
施工事例の現場見学会等を通じ、
より深く住宅の「真実」を学ぶ
機会を創ってきました。

第３回 ５周年記念シンポジウム

大黒柱用材に斧入れ

馬淵国土交通大臣に、建築基本法提言書を手渡す

第３回 ５周年記念シンポジウムスタッフ

O邸上棟式

M邸引き渡し式

いい家 塾 第1 6 期終了しました
サポーター アトリエ2馬力

12 月 11 日、
ディリパ千里 ( 大阪ガスショールーム ) での第 10 講を
もっていい家塾第 16 期が終了しました。設立 10 周年に当たる本年は、
年々増加する講義内容を補完するべく4 つの公開講座を設けるなどよ
り一層の充実に努めました。

吉田公彦

などの予定をお聞きするにつれ、いい家塾の理念が関西に留まらず、
広がりを見せてくれているように感じます。
11 日の講義終了後の茶話会から 16 期生の方々の声を一部ご紹介
しましょう！

この期の塾生さんたちは日経新聞の記事をご覧になっての申し込
み者が多いせいか ( どうかは分かりませんが )、
「いつもにも増して目
的意識と学びの姿勢が違うね」と講師仲間がいい緊張感を覚えるくら
いに真摯な時間だったように思います。5 名の皆出席という数字がそ
れを物語っています。

M さん : 健康住宅など多くを学んだ。将来、建てるときはもう一度学び
に来たい。
S さん : 建築知識が無くても「いい家塾」で学んで建てれば良いとい
うことを友人達にも伝えたい。
U さん : 今、すでに計画がスタートしているが、
これからの人生が楽し
みになってきた。

今期はまた、広島県や愛知県といった遠方からの参加者が毎回出
席されたこと、
そしてこれから建てられる家が広島市、福山市、東京都

N さん : 業者選びに悩んでいた時いい家塾を知った。
「学校、やってる
んだ！」来期は嫁さんが参加します。
S さん : 福山から大阪に来る事を楽しんだ。せっかく知ったからには変
な家は建てれない。
N さん : 今、
自分が住む家を何とかしたいと思うようになった。
ロト、買
います！( 爆笑 )
O さん : 毎回来るのが楽しかった。つくり手の生の声が聞けたことが良
かった。
U さん : 見学会で、木の温もり 肌触りは何物にも代え難い、建てるなら
木の家と思う様になった。
O さん : いい情報は自分で取りに行くべきだ。
あとは人。( 家塾に ) ダマ
されているかも？( 大爆笑 )
来期(17期)もさらに充実した時間を塾生さんたちと過ごしたいですね！

16期生 修了式

いい家 塾［ 第 16 期 ］を
受 講いただいた感 想を
お 聞きしました。

盛りだくさんの内容で、目から鱗の連続。
四万十川源流へのツアーが何よりの思い出です。

受 講のきっか けは、日本 経 済 新 聞に掲 載された、キゾク
（木 族）

兵庫県

宇津木 容子

になりました。

が教える「いい家塾」〜後悔しない家作りのための講座〜 受講生募

課外授業もあり、構造見学会や完成見学会がありました。構造

集の記事でした。夫の定年退職を機に東京の地元に戻って、一人

見学会では基礎や土台、構造材や壁や床下から屋根裏の断熱工事

暮らしの 91 歳の母親と一緒に住むための家を建てようかと思案し

等、完成すれば隠れてしまう部分こそ重要だと知りました。公開講

ていたのです。今はマンション住まいなので、戸建ての家は冬が寒

座の中では、何と言っても四万十川源流の檮原町へのバスツアー。

いのではないだろうか？ また地震の不安もあるしと、夫はなかなか

製材所の見学の後、森林の中での伐採祈願祭と温泉、町の観光が

踏み出そうとしない様子。取り敢えず家づくりを学ぼうと夫を誘って

忘れられません。このように座学だけでなく実学を通じ「いい家と

の参加でした。

はどんな家」が自覚できたことが大きな収穫でした。回を重ねるご

講義は月 1 回 5 時間の計 50 時間あまり。まずは地盤や構造な
どの基礎知識から、契約やローンの話、欠陥住宅やシックハウス

とに皆和気あいあいとなり、終わってしまうのが残念です。OB 会の
発足を楽しみにしています。

の問題、そして科学的なデータや実例を基に、「丈夫で長持ちする

受講を通して来年、アトリエ 2 馬力の一級建築士 吉田先生の設

環境にやさしい快適な家」をいろいろな角度から構成された盛りだ

計で、東京に家を建てることにしました。時間をかけて話し合って

くさんの内容で、まさに目から鱗の連続でした。

きた設計士さんにお任せできるので安心しています。高知県梼原産

私たちは、快適な住み心地と安心できる家を求めて大金を投じる

の木をふんだんに使った在来軸組工法の家です。断熱はセルロー

にも関わらず、見かけや設備などに目を奪われがちで、実は地盤

ズファイバー Z 工法で夏涼しく冬暖かい家。家族が気持ちよく暮ら

や基礎、構造、素材や断熱こそ重要であること。家は衣食と同様

せる住み心地のいい家になることをワクワクしながら待っています。

に心身にいい、自然素材で環境にも良いものでありたいと思うよう

いい家塾の「公開講座」報告

昨年、いい家塾では、
通常の講座とは別に
次の「公開講座」を開催しました。

高知県ゆすはら町

・3 月
・6 月
・9 月
・12 月

サポーター 胡桃設計

木津田秀雄

高知県ゆすはら町 土佐杉のふる里を訪ねてみよう。
庭の魅力と役割 奈良の名庭 依水園で庭を想う。
大阪の木材のまち 「平林」で広葉樹を知ろう。
公開！収納カリスマのご自宅、前出英子先生の収納術を学ぶ。

土佐杉のふる里を訪ねてみよう

庭の魅力と役割

梼原町へ一拍二日のバスの旅で出かけました。

奈良の名庭

依水園で庭を想う。

奈良市内、東大寺の直ぐ脇にある名庭 依水園を訪れました。庭

高知県の檮原町森林組合は、持続可能な森林管理についての国

の管理を行っている庭舎 MAKIOKA のスタッフの方から、依水園

際認証 FSC 森林認証を取得しています。伐採から製材、乾燥過程ま

の中でもつくられた時代によって違いがあるとの説明がありま

でを森林組合で行うことにより、一軒の家の木材を同じ山の木でそ

した。

ろえることができます。
このことは、これらが分業されている一般的

依水園での一番の見どころは、狭い路地を抜けた先に出現する、

な日本の林業形態からは画期的なことなのです。

若草山を借景とした庭園でしょう。巧みな動線により、感動もより

森林組合を見学した後、いい家塾のサポーターの設計・施工で

大きいものとなります。

家を建てられる方々の伐採祈願祭が執り行われました（詳細は前

庭園を訪れている人は殆どが外国人の観光客で、東大寺の直ぐ

号で報告しています）。60 年の大木が、ゆっくりと切り倒されてゆく

近くにあるにもかかわらず、日本人にはあまり知られていないよう

姿は圧巻で、木材を大切に使ってゆこうと感じさせます。

でした。実際私も何度も奈良を訪れていますが、この場所に、この

雲の上温泉でゆっくりくつろいでから、心のこもった郷土料理を

ような庭園があることを知りませんでした。

いただき、農家民宿に分宿させていただきました。地元の皆さんの

見学後には、近くのお茶処で美味しいわらびもちをいただきまし

暖かいおもてなしに、
また訪れたいと言う声も聞かれました。

た。皆さんこのお店の入り口の路地にある坪庭も気に入られたよう

龍馬の脱藩の道などの観光や、愛媛県との県境にある、四国カル

で、庭談義が絶えませんでした。

ストまで足を伸ばし、大きな風力発電（梼原町が設置している）
を見
学して帰途につきました。
若いひとたちが生き生きと働いている森林組合をみて、これから
の日本の林業のあるべき姿を感じた参加者も多かったのではない
でしょうか。
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公開 ！ 収納カリスマのご自宅、
前出英子先生の収納術を学ぶ。
前出先生のご自宅におじゃまして、生の収納技術を学べるとあっ
て、定員もあっと言う間に埋まってしまいました。
上手に収納することは、人生を楽しむ為の時間がたくさんつくれ
ることだそうです。そのためには、大掃除より小掃除をこまめにす
ること、できるだけ物を残さず、価値があり使い続けていけるもの
だけを残すことが肝心とのことでした。
その後、玄関、寝室、水廻りなどの収納方法を順番に見学させて
いただき、無印良品や 100 円ショップの小物などを使ってコンパ
クトにかつ整理しやすい工夫が随所にみられ、すぐに真似できる
身近なアドバイスがたくさんありました。

大阪の木材のまち 「平林」
で広葉樹を知ろう。

そして圧 巻 は 廊 下 脇 の 細 かく仕 切られ た たくさん の 引き出

大阪市住之江区平林は、木材の集積地として知られています。貯

し。一目で何がどこにあるのかが分かり、常に必要分のストック

木池に輸入された丸太が大量に浮いていたことを記憶されている

が用意されている、まさに人生を楽しむための収納を垣間見た

方も多いと思いますが、今では貯木池に丸太はまったく見当たりま

思いでした。
座談会では、質問が次々と飛び出し、終了時間をオーバーしても

せん。現在は、製材された状態で輸入されているとのことです。

最後まで付き合いいただいた前出先生に感謝するとともに、熱心

いい家塾の協賛会員である株式会社山王のご協力で、広葉樹に

な受講生の皆様にも感服する素晴らしい講座となりました。

ついての勉強を行いました。北米の広葉樹は、現在の伐採速度より
森林の成長速度が速い為に、管理された状態で伐採することで持
続可能な林業を行うことが可能とのことでした。
また、
広葉樹の特性
として針葉樹と比較して硬く、
木目も美しいことなどを知りました。
さまざまな種類の木材を見学した後に、実際に針葉樹と広葉樹
をのこぎりで切り比べてみるなどして、材料の違いを体感しました。
やはり広葉樹は硬く、数センチの板を切るにも大変苦労しました。
端材を沢山用意していただきましたので、その後は工作大会とな
り、
こども達も一緒になって楽しい時間を過ごしました。
あれだけ丸太がぎっしりと浮いていた貯木池に、一本も丸太がな
くなっている状態には正直驚きました。ただ丸太を売るだけではな
く、加工をして売るほうが輸出国にとっては利益が出るのでしょう。
国際経済の変化の中で、どのように業態を変化させながら会社を
存続させてゆくのかなど、なかなか重たい問題も見えてきました。
5

親孝行ができました。
14期生

村上

昌也

自然豊かな山あいの町那智勝浦町に私の実家はあります。 大

ました。どこにいても家族の存在が感じられるような家が理想で

阪に就職してからは、 長年母が一人暮らしで、私たち家族が年に

した。 納得するまで付き合ってもらった建築士には大変感謝して

数回帰省しています。私が生まれるずっと前に安価で購入・移築し

います。

た家です。すきま風で冬は寒く、風呂・トイレは家の外にあったの

順調に進んでいた家造りですが、
この後思わぬトラブルに見舞

で、とても住みずらい家です。私の小さな子供（一歳）や還暦を過

われました。 2011年9月に発生した台風12号の災害復旧工事の

ぎた母が生活するには、あまりにも不便でした。将来二世帯で住む

影響で、資材不足等から請け負ってもらえる工務店が見つからず、

事を考えて「家族が快適に暮らせる家」を目指し、実家の建替えを

工事の見通しが立たなくなってしまったのです。しかし 、いい家

決心しました。

塾の皆さんの尽力のおかげで無事に工務店が見つかり、ホッとし
たのを覚えています。

家を建てるからにはしっかり勉強したいと考えて、いい家塾に入

私なりの経験から、家造りに重要なのは「信頼」だと思います。工

塾しました。予想以上に色々な事を学び、イメージがより具体的に

務店や建築士さんと信頼関係を築くのはもちろんですが、いい家

なってきたので家づくりを決意することができました。
建築現場は、大阪から車で四時間半かかります。 大阪在住の私

塾のような第三者の立場で信頼できる相談相手がいれば、なお良

が母の要望をまとめて、そこに私たち家族の意見を付け加えてい

いかと思います。色々な人の力を借りながら、なんとか家を完成さ

きました。 こだわりは、 農業をする母のために外に作業場所を

せる事ができました。ありがとうございます。完成した家はもちろん

設け、外から土足でトイレに行けるようにしたことです。また、吹抜

大満足です。

けにして一階と二階をつなぎ、 家全体をひとつの部屋のようにし

お手入れ講習会とミニ交流会

サポーター 大ス樹

山本容子

10月19日土曜日の午後、大阪市東淀川区の正福寺の庫裏で無垢の床と家具のお手
入れ講習会をさせていただきました。場所を提供いただいたのは、林寺様でご主人が
このお寺の副住職をされています。
このお宅は奥様が「いい家塾」で勉強され、その後サポーターのアトリエ2馬力の吉
田さんが設計監理し、岩鶴工務店が施工しました。はじめて拝見しましたが、シンプル
な間取りで無駄がなく空間が美しい上、物があふれてないのがとても素敵でした。
いい家塾では住宅の床は基本的に自然の木を自然のオイルを塗っています。昔の家
の床はみんなそうだったのですが、今は実際にお手入れのやり方を見ることはなくな
りました。以前いい家塾の卒業生で家を建てられた前川様の提案で、
この講習会が実
現しました。
施主様含めていい家塾で家を建てられた5組の参加で、実際に杉の床の汚れ取りや
へこみ傷の修復の練習をしました。家が新しいのと奥様がきれいにされているので、
汚れが取れた実感は少なかったのですが、それでもキッチンの床は拭いた布が汚れ
ていました。
ウレタン塗装や合板のフローリングは汚れは付きにくいのですが、一旦傷がつくと
自分ではメンテナンスしにくく段々みすぼらしくなっていきます。無垢の床ははじめにオイルをしっかり塗り、傷はアイロンとサンドペーパ
ーで目立たなくできます。少し手間はかかりますが、講習終わり近くになるとみなさん安心されて、来てよかったとおっしゃっていました。
お手入れ体験終了後はみなさん本堂に移動して、
ミニ交流会。いい家塾で建てられた方ばかりですが、普段お顔を合わすこともないの
で、
これを機会にOB会を作ってはどうかということになりました。
今回参加されていて、最近建て替えされたばかりの牧野様にOB会の立ち上げをお手伝いいただけることになりました。いい家塾で建
てられたOBの皆さんのご参加並びに運営のご協力いただきたいと思います。楽しい会になるといいですね。10周年の節目にＯＢ会が
発足して新しい「いい家塾」のコミニティーが誕生するのがとても楽しみです。
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いい家塾を通じて家を建替えて
８期生

「いい家」に住んで
牧野

訓卓

林寺

堅

消費者団体の機関紙でいい家塾を知り受講したのが2007年で

昨年の九月下旬、オフィスビルやマンションの建ち並ぶＪＲ新

した。建替えの計画がのびのびになり本格的に取り組み始めたの

大阪駅から徒歩 10 分ほどの場所に、待ちに待った「いい家」が

が2011年の春でした。
プランに１年、解体と地盤改良、建築に１年

完成しました。

かかり今年の春に引っ越しを終えました。その間、釜中塾長には良

７年間暮らしたマンションから新居に移って一年と少し。 その

きアドバイスを頂き感謝しております。

１年弱の間に、妻と二人して何度も口にしたのは、「ウチってえ
えなあ」という感嘆と讃辞の言葉。正確な回数は分からないけれ

解体した家は増改築をしており築100年位の建物でしたが大工

ど、相当数口にしたように思います。

の祖父が仲間と建てただけあって、
まだ構造がシッカリしていまし

たとえばそれは、 倒れそうなほど蒸し暑い日に外出先から帰っ

た。解体の際に、新築の家に受け継ぐ建具や梁を取って頂いた大

て来ると、家の中はカラッとしている時であり、たとえば、９歳と６

工さんの祖父が僕の祖父の大工仲間だったり、祖父が庭で育てた

歳の息子が、スペースを広く取った土間風の玄関に、ランドセル

槙（マキ）の木を床柱に利用するために切ったのも新月の日だった

を放り投げて遊びに行く姿を見た時であり、たとえば、コーヒーを

りと祖父や父が喜んでいるように感じました。

飲もうとお湯を沸かす間にふと、床板を見つめる時なんかであっ
たりするわけです。

また、祖父が庭で大事に槙の木を育てていたのは大きくなった

そもそも、１４期生としていい家塾の講習を受講したのは妻で

らこの木で風呂桶を作ろうと考えていたからです。
しかし祖父が死

あり、私自身は、いい家に関する知識らしい知識というものを持

んでからは枝打ちもしておらず、上部は枝が伸び放題でした。大工

ち合わせてはいないのですが、頭で分からなくとも「いい家」は、

さんがこの槙を切るためにチェーンソーを使って枝を払い、根元を

住めばこうしてその良さを、確実に実感できるんです。

切ろうとしたと時にチェーンソーが壊れて動かなくなりました。

いや、マンション暮らしの時にもあるにはあったんですよ。
「ええなあ」
と口にすることは。
「駅に近いから」、
「安全だから」、
「ゴ

その時に偶然、祖父愛用のノコギリが使いにくいので使って頂

ミが出しやすいから」、
「眺めもいいから」
とか。でもこの言い方は、

こうと僕がそのノコギリを渡しに行ったので、若手の大工さんに

子どもを「お利口だから」褒めてやった、 みたいなもんで、住

祖父愛用のノコで伐採してもらいました。後から工務店の社長に

まいそのものへの愛情があまり感じられません。

お聞きしたところ、
ノコは大事な商売道具なので錆や歯こぼれの

その点、この家には、塾長、設計士さん、工務店の皆さんら

ないように保管するとお聞きしました。しかし、僕の保存が悪く錆

の家づくりへの知識と情熱、そして完成までの物語が隅々にまで

と歯こぼれが多くあったにも関わらず、一気に切って頂いて嬉しか

詰まっていますから、我が子のすべてを愛する母のように、どこ

ったです。

もかしこも愛おしいという気持ちにさせられます。
そんな我が家ですから、ただほれぼれと「ウチってええなあ」

大阪市内の下町で住宅密集地ですから夏の暑さは格段です。

と口にするだけで、「セルロースファイバーだからいいんだ」なん

昨年までは賃貸マンションでしたので、
日中はクーラーが効かない

てケチな褒め方をする気にはなれません。でも、セルロースファ

くらいの暑さでしたが、今年は快適に過ごすことができました。

イバーはいいです。使ってあって本当に良かったです。

設計でも夏重視の構造になっていたからだと思っています。これ
から冬を迎えるのでどれくらい過ごしやすいか楽しみです。マン
ション暮らしの時は家族の1人が風邪を引くと順番に風邪をひく事
が多かったですが、引越してからは風邪を引かなくなりました。

先日、木の床のお手入れ講習会で伐採祈願祭でご一緒した方の
お宅にうかがいました。住まわれて１年以上たつとのことでしたが
冬も過ごし易かったとお聞きしました。
この講習会はいい家塾のＯ
Ｂ対象ということもあり、講習後の茶話会でいい家塾ＯＢ会設立
の話がでました。
M邸完成見学会
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〈いい 家塾 〉
第17 期 塾生 募集のご案内
全10 講

受 講 料：10,500 円

いい家とは、どんな家？
知らないと損する、知らなかったから後悔する、
それが家づくり。
「いい家づくりの教科書」の著者、釜中塾長をはじめ、
各方面の専門家が分かりやすく解説します。

講座は、「健康を重視した家造り」
「環境に配慮した家造り」

① 構造を何にするか、 ② 工法を何にするか 、
③ 素材を何にするか、④ 断熱はどうするか 、
⑤ どこに
（誰に）頼むか
を自分で決 定できるように

「丈夫で長持ちする家造り」をメインテーマに構成。
そして、家造りで重要な 5 つのポイント、

なっていただきます 。

日

時 : 平成 26 年 2 月から 11月までの毎月第４日曜日 11:30〜17:00

会

場 ： ①エートス・ステーション（大阪市北区西天満 3-14 -16

西天満パークビル 3 号館 1 階）

②大阪市立住まい情報センター研修室 （大阪市北区天満橋 6-4-20）
受 講 料 ： 10,500 円 （全 10 講分、資料代として）
定

員 ： 25 名（先着順 : お申込みはお早めに）

お申込み
お問合せ

： メー ル（ホームページ経由または下記アドレスより）
・F A X

に て お 申 込ください（FAX 番号は下記参照）

本 登 録 ： 口 座に振 込 確 認 後 、本 登 録となります。 郵便振替 名義「いい家塾」 口座番号 0 0 9 8 0 - 2 - 2 2 2 2 2 7

いい家 塾［ 第 16 期 ］を
申し込みいただいた動 機を
お 聞きしました。

図書館で釜中塾長の著書と出逢ったのがきっかけ。 三重県
長屋 麻衣子
専門家の集まりという点も魅力です。

主人の転勤続きで賃貸に住んでいますが、熱暖房効率が悪く、

家をつくる側の意識が問われてくると思います。そんな考えの私

カビや結露にも悩まされてきました。いつか家族が健康に暮らす拠

にとって、「いい家塾」は、まさにぴったりでしたので、受講に迷

点となり、ホッとできるような家を造りたいと思い情報収集を行っ

いはありませんでした。家づくりに関して、何を勉強したら良いのか、

ていたところ、図書館で釜中先生の本を見つけました。まさに、私

そしてそれをどう活用していけば良いか、基礎から応用まで学ばせ

の求めていた情報だったため、返却期限を待たずにアマゾンで購

てくれる場所は本当に貴重だと思います。
「いい家塾」のホームページを拝見すれば、同じ方向性の志を

入しました（笑）。

持った各専門家が集まり、それぞれが尊重しながらまとまることで、

ハウスメーカーの家は、見かけや間取りは参考になるかもしれま
せんが、魅力を感じませんでした。何よりもその後の営業が嫌で、

何倍ものエネルギーを生み出しているように見えました。そこをま

最初から見学にいきませんでした。それが大正解でした（笑）。ハ

とめていらっしゃる釜中先生も、すごい人なんだろうなぁ。皆さん

ウスメーカーを否定しているわけではありません。釜中先生の本を

がパワフルで、本気な方なんだろうなぁ。受講している皆さんも、

読んで、自分の考える家づくりは、ハウスメーカーが提供している

みんな本気で、素敵なエネルギーを持っている方の集まりだろうと

商品とは違っていただけなんだなぁと確信しただけです。

感じています。
私は、第一線で活躍されている専門家の方々の話を聞くことが

どんな家が「いい家」なのか、家族の形態や考え方によって千
差万別だと思います。家を造るには、何を勉強をし何を知れば良

できて、同じ価値観を持って家づくりの事を考える仲間と出会うこ

いのか、どんな専門家が必要なのか、その方々をどう活用してい

とができて、自分の家族が住む家について考えることができる。こ

けば良いかを、学び知ることが大切だと思います。それには、
「家」

んな幸せなご縁をいただける・・・本当にありがたいことであり、

を知り、自分にとっての「いい家」をきちんと勉強して、相手に伝

自分 は 恵まれていると思 います。来 年の 今 頃 は、より具 体 的 に、

えられるようにならなければ、専門家の方々に失礼だし、威力を発

より現実的に、私にとっての「いい家」のビジョンを持ち、その実

揮してもらえないと思いました。わからないから、お任せ〜となっ

現に向けての第一歩を踏み出したいと思っています。今から受講

てしまって、後になって「こんなはずじゃなかった〜」と後悔する

がとても楽しみでなりません。よろしくお願いします。

のだと気づきました。
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