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謹 賀 新 年
新年おめでとうございます。本年は未年です。群れを成す羊
は家族の安泰を意味します。
「集って暮らす喜び」です。
ご家族
皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上げます。

オール電化の危険性
昨年、12 月 5 日からの大雪の影響で道路が寸断された徳島県の 3
市町村の住民 1300人以上が孤立状態になった。
四国電力によると断
線などで 9 日現在 4 市町村の 1585 世帯が停電しているという。
ＴＶ
ニュースは、
自衛隊がヘリコプターで食料や医薬品の緊急搬送を報じ
ていた。住民は「やっと食事ができました」
。停電でオール電化の為寒
さと食事を作れなかった苦しみを涙ながらに語られた。
さらに、
ＩＰ電話
なので停電になり電話が出来なかったことが不安を増幅させたという。
驚いたのは地域の全世帯が、役所の指導と補助金でオール電化に
したという。私はこの現実に愕然とした。
「電気ｖｓガス戦争」が、
ここに
極まると感じたのです。率直な感想は力に任せた電力会社の横暴であ
り行政の不見識不作為だと思う。
私は企業間競争を大いに歓迎してきました。
それは技術革新で品質
の向上や価格競争で消費者にメリットをもたらすことが大前提である
からです。
私は電力会社が「オール電化」を発表した時から、講座において
疑問を呈してきました。家庭のライフラインは電気とガスの両方が必要
だからです。理由は①停電ゼロの保証がない②電磁波の危険性を周
知せず改善がなおざりである③人間の生活に「火」は不可欠。
この
様に消費者にとって、
ガスを排除する根拠がないのです。停電が存在し
命の危機にさらす現実に改めて警鐘を鳴らし、電線の地中埋設率が僅
か 2％という現状が重要課題だと考えます。

「火」の発明が文明の始まり
本塾創立 5 周年の時、記念事業として、住宅ルネサンスとめいうち
「七曜四季自然派 200 年住宅」を発表しました。
記念シンポジウムを開催し、5 分の 1 の模型も展示しました。長寿命
で快適に四季を愉しめる自然派住宅を発表したのです。
特に「七曜」に注目して頂きました。曜とは耀く光です。七曜は曜日
ごとのコンセプトで、
いい家づくりに活かすことに注力しました。火曜日
はもちろん「火」の恩恵を活かすことです。何より火という字は、私に
大きな気付きを与えてくれました。人を両面から支える 2 つのクサビで
出来ています。
この 2 つは「命と文明」であり、重要な要素だと気づき
ました。
「命」は、焼いたり煮たりした食物は命を繋いでくれます。
また、人は 14.5 度以下になると、暖が必要な生物ですから寒さから
命を守ってくれます。
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「文明」は、人類が火を発明して動
物から人に進化しました。火は蒸気を
生み、大きなエネルギーが産業革命を
興し人類に豊かな文明をもたらしてき
ました。先日、
はやぶさ 2 号をＨ2 ロケ
ットで打上げました。秒読みが始まり、
3、2、1、0 点火という指示で真っ赤な
炎を吹き出し無事打ち上げに成功しま
した。炎は火の２乗です。
当に「火」は文明を進展させ、人に無くてはな
らない存在だと文字からも教えてもらいました。

家と火の文化
古来、人は生活に火は不可欠でした。囲炉裏を囲んで暖をとる。照明
になり食事をし、一つの火を囲んで家族団らんの時を過ごしました。薪
を燃やす時にでる煙は家の構造体の梁、茅葺の屋根を燻し防虫の役目
を果たしていた。家の中心にあった火は家族の絆を築いてきた文化を
今も大切にしたいものです。今は、囲炉裏に代わって暖炉やガス、薪、
ペ
レット等のストーブの多彩な選択肢もあります。
ゆらゆらと揺らめく炎は
「ｆ分の 1 のゆらぎ」といい、脳を活性化させ心に安らぎを与えてくれる
効果があるので是非採用して欲しいです。
オール電化で、何より心配なのは家の中に火が無い事です。最近、幼
児が火を認識できない事による事故が発生しています。火を排除するこ
とに危機感を持つのは私だけでしょうか。家族の命を守り、絆を強めた
「火」を家庭の中で次世代につなぐ必要を痛感します。

木の耐火性能
新刊 著書「いい家塾の家づくり」で、
「貴方の思っている常識は正
しいですか？」と冒頭に尋ねました。余りにも思い違いが多い現実があ
るからです。例えば、木は火に弱いというのが世間一般の常識ですが、
これも非常識なのです。物が燃えるには、熱と酸素が必要です。木は炎
にあぶられると熱によって表面は可燃ガスと酸素で燃焼が始まります。
同時に炭化が始まります。
これで酸素が遮断され内部に酸素が供給さ
れないのでなかなか燃えません。火災現場で全焼した跡に真っ黒な柱
や梁だけが何本も立っている光景を見て「燃え尽きた」という印象が
ありますが、実は内部は燃え尽きていないのです。耐火性能は、熱の伝
わり易さを「熱伝導率」で測ります。熱伝導率において、木は鉄やコン
クリートと比べて優れていて、実は火に強い素材なのです。本年も使命
感に燃え「いい家づくり」に邁進して参ります。基本理念は「人は家を
造り、住まいは人を創る」合言葉は「家、笑う」です。
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「私達家族の本当の家造り
１５期生
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井上直大

私達家族（妻、息子、双子の娘と私）の家造りのきっかけは、
３人の子供の成長と共に賃貸マンションでは手狭になったこと、
子供が部屋を走り回れば、騒音の苦情により少しの音でも過敏に
なってしまい注意してしまうのが嫌になったこと、そして明らかに
身体に害を及ぼしそうな マンション 特有の結露によるカビが嫌
だったからです。
家造りを考え始めた矢先、妻から塾長の本を誕生日プレゼント
で渡され、本を読み終えると同時に塾の講座受講の申し込みをし、
講座が修了すると同時に塾に家造りの相談を始め、すぐに家造り
の第一歩である土地探しがスタートしました。

昨年 5 月、初めてお会いした大神さんご家族は、微笑ましいと

土地が決定すると次は設計が始まりました。設計では予算との

いうフレーズがぴったりなご家族でした。

戦いで、予算内に収めるため、要望に優先順位を付け削れると

さっそく家づくりについてお話しを聞いていて、とてもはっきりし

ころは削ったのですが、それでも予算をオーバーしてしまい、そ

たコンセプト・要望をお持ちだということが分かり、限られた予算

のため主要な部分や素人ではできない所以外は自分で施工する

の中で一つでも多くの事が実現できればと思う内容ばかりでした。

ようにしました（これまでデッキの塗装、内部木材の自然塗料の

特に印象に残ったコンセプトが、共働きということでできるだけ

塗装、駐車場の枕木 ( 無害の ) 設置、転落防止ネット張り、洗面

日常の家事がしやすく、少しでも多くお子さん達との時間、家族

台下のワゴン等を作り、今後は本棚兼ＰＣデスク、押入れの収納

みんなが楽しめる空間を作りたいというものでした。

棚を作る予定です）。

当初から予算が厳しいということをお聞きしていたのですが、

家造りはとても人件費がかかるので、これにより何とか予算内

なんとかこのコンセプトを最後まで守るため、それ以外のことで

に収めることができました（予算に限りがある人で自分も頑張っ

コストを抑えることができるよう熟慮したことを覚えています。

てみようと思う人は参考にして下さい）。

そんな中たまたま国の進めるゼロエネルギー化推進事業の公

私達の家に住み始めて５カ月が経ちましたが、無垢の床は素

募が始まり、幸いにもその補助を受けることができることとなりま

足で歩くととても気持ちがよく、私を含め子どもらもよく床でゴロ

した。結果あまりコストをかけず太陽光発電、エネファームの W

ゴロとしています。

発電を導入することができ、将来のことを考えると本当に良かった

また、庇による快適な日差し、適切な窓の配置により風通しが

と思います。

良いため、居心地が良く、ついつい出不精になってしまいがちで

さらにコストを抑えるため大神さんご自身で施工していただく工

す。以前のマンション住まいの夏は、毎晩クーラーに頼って過ご

事も多々ありましたが、施主施工は決してマイナスなことではなく、

しました。が、新しい家で初めて過ごす夏は、クーラーを使う頻

むしろ住まいに対して大きな愛着となったのではないでしょうか。

度が減ったうえに、クーラーの効きがよくなったため、省エネ運

また単純に物を無くすコストコントロールではなく、今必要で

転で大丈夫でした。当に夏涼しく冬暖かい家ができました。

ないものは後施工とし、将来の増床や改装も考慮し、スペースを

塾での家造りは無事に終わりましたが、 私達家族の オンリー

確保しながらコストを落としていくことで今後の変化にも対応でき

ワンの家造りは、これからも続きます。

るよう工夫しています。
ただ予算が厳しいと言っても、住まいの性能として決して劣るも
のではなく、床は無垢のカバ桜やスギそしてタタミ、壁・天井は木
片チップを挟み込んだ自然の紙クロス、断熱材はセルローズファ
イバーと、とても爽やかで健康的な空間となりました。
今後お子さん達の成長や生活スタイルの変化によってどのよう
に変化していくのか、またこれからが楽しみなお住まいになった
のではないでしょうか。
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人とのご縁で建てた家
1６期生

椎名保友

ができました。

「通りかかるみなさん足を止めて見上げて、立派なお宅ですねっ

この1年余りをふりかえりますと、
「いい家塾」
での勉強や高知・梼

て言われるのですよ」
と９５歳の妻の祖母が嬉しそうにいつも報

原への伐採祈願祭などの行事に義母や妻、息子たちも含めて参加

告してくれます。
2014年６月初旬。いい家塾の多くのみなさま、お祝いに駆けつ

し、家族ぐるみで楽しく家づくりに取り組みました。※顔合わせのと

けてくれた友人たち、そして祖母、義母、私たち夫婦と息子２人の

きから４歳と１歳の息子がいつもなぜか塾長に懐いていることも

４世代に亘る家族に囲まれて、
こどもたちが笑顔で走り回り、大変

いい思い出になっています。
祖父母の代から多くの人が通い、訪れた土地でもあります。将来

賑やかな心温まる引き渡し式を行うことができました。
人とのご縁・・このたび素晴らしい家が建つきっかけになりまし

は息子たちの友達たちもいっぱい遊びに来て、
「家笑う」にふさわ

たのは、
「いい家塾」事務局員の釜中悠至くんとの交友でした。その

しい千客万来なとてもとても活気に満ちた家になるのではないで

つながりから通いはじめた１６期（2013年2月開講）。当初は新築

しょうか。
これから暮らしていくうえで「いい家塾」
とのお付き合いは長く続

の計画などなく、後学のためになどと思っていました。

きます。

そんなある日、妻の両親より同じ敷地にある古い家屋跡に家を

最後にこの場を借り、
まずは義父母と家族に。そして
「いい家塾」

建てないかという話しをいただきました。
ここから、家族と
「いい家

のみなさまに感謝の意を伝えさせていただきます。本当にありがと

塾」
との家づくりが始まりました。

うございました。

住所のとおり、戦前に丘を切り開いた土地でもあり、４世代がか
かわる家ということもあり、あらゆる問題に直面しました。建築士の

椎名邸

木津田さんや岩鶴工務店さん、職人のみなさん、塾長をはじめ

サポーター 胡桃設計

竣工
一級建築士

木津田秀雄

様々な専門家のお力でひとつひとつ解決しながら、建てていくこと
椎名さんの奥様からは、
当時お住まいだった大阪市内のマンショ
ンでも一室を使って子供向けの絵画教室をされており、新しい家に
引っ越しても教室を続けたいというご希望があり、1 階にはアトリ
エをつくることになりました。
間取りを計画にする際に、時には 10 案以上プランを作る事があ
るのですが、椎名邸の場合には 1 階のアトリエの天井を高くして 2
階につなぐことや 1 階の居間食堂を南側に配置することなど、最初
に提示させていただいた間取りの考えかたを気に入っていただ
き、早くに現在の間取りができあがりました。
椎名邸でも庇を十分に確保すること、夏の風通しを考えることな
ど、塾の講義でお話していることをきちんと守って設計を行ってい
ます。
さらに、夏の夜に風を通すための工夫として、雨戸の一部が
開放できるものを採用しました。
これを使えば、窓を開けたまま、雨
戸を閉めても一定の風を通すことができます。
椎名さんには奥様のお母様もご一緒に高知県梼原町での伐採
祈願祭にも参加していただけました。大きな木がうっそうと生える
山の中で、これから住む家で実際に使う材木を伐採することができ
る機会はそうそうありません。お子様にもきっと良い思い出になっ
た旅であったと思います。
アトリエと 2 階がつながっていたり、将来の子供部屋にはロフト
があったりと、子供達にとっても楽しい家になったと思います。
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「１ １年間を振り返り」

塾

長：釜中

明

本塾は平成25年9月満10歳を迎えました。多くの課題があり、
よくぞ継続できたと感無量です。何より
556名の卒業生の笑顔が大きな支えになりました。
また、同志というべきサポーターと、
アドバイザーや
協賛企業とのネットワークの協働があってのことです。次なる20年に向い
「後悔させない、賢明な消費
者の輩出」
に使命感を以て一所懸命です。
☆ＮＰＯいい家塾の誕生

☆伐採祈願祭等家づくりで塾生と喜びを共有

平成 15 年 9月25日、私がシナリオを書いて制作した映画「木霊」

塾生からの依頼で多くの「いい家」づくりを一緒に行ってきました。

の上映会を全国紙記者氏が開催してくれました。私は住環境の危機

各家づくりにおいてドラマが生まれ物語ができます。竣工引渡し式で

感を披歴し、家を買って後悔する人を無くす為講座の開設を提案。建

ご家族と喜びあい感動を共有します。今までの苦労が吹っ飛ぶ幸せな

築士と工務店や自然家具の代表等が賛同。
その場で提案があり任意

時です。

のＮＰＯが誕生しました。早速会議を重ね、基本理念・主旨、
目的規

家づくりで地鎮祭や上棟祭などの儀式を行いますが、特別なのが

約等の制定。活動内容・塾生募集要項・カリキュラム・組織構成協

伐採祈願祭です。
山に入り我家の大黒柱か棟木にする大木に家族で

働システムなどを決定しました。

斧入れをする儀式です。山の恵みに感謝し工事の無事を祈ります。伐
倒の瞬間は大きな感動で家族の生涯の思い出になります。同じ山の

人と住まいの関わりを描いた「木霊」は講座で教材として上映。
「目
から鱗です。40 年前の映画とは思えない」
「塾長の戦いの原点を知り

木で家を造ることは大変贅沢なことで皆さんが喜んでくれます。

ました。今もぶれずに戦っているのが凄い」という塾生の言葉に励ま

☆著書2冊を出版
後悔する人を無くす願いで誕生した本塾ですが、講座だけでは限り

されています。

☆開塾＆講座第１期がスタート

があります。一人でも多くとの思いから著書を2 冊出版しました。前書

平成 16 年 6月記念すべき講座、第 1 期生第 1 講がスタート。全 4

は塾生のＯＢから少し甘口だと指摘されたので、新書は主観を添えて

講座で受講生 11 名が本部で受講した。
その後 5 講座になり、
さらに

中辛にしました。
「問題提起から解決策とその成果物まで」と銘打っ

14 期から10 講座に充実し昨年 17 期が終了して556 名が卒業しまし

て構成。
「後悔させない、
いい家づくりの種と仕掛け」
＆
「肝」を満載。

た。専門分野の多彩な講師陣の講義に、毎月第 4日曜日5 時間の授

私の人生にあって、40 年間を住環境の向上、
とりわけ「いい家づくり」

業を皆熱心に受講。
「いい家像を明確に描けるようになった」と賢明

に傾注。
その足跡を集大成として書き記しました。他の類書に無い内

な消費者の輩出を目的に掲げた講座の成果が嬉しい。

容の差別化で、
きっと皆様のお役にたてる自信書です。

☆創立記念など、
シンポジウムを開催

☆
「緑と水の森林ファンド」公募事業に呼応

平成 16 年 5月創立記念シンポジウムを開催した。4 大紙が記事掲

公益社団法人「国土緑化推進機構」の平成２６年度「緑と水の
森林ファンド」公募事業に認可を得ました。事業名は「美しい森の国」

載。講演、
パネルディスカッションに104 名が参加した。
第 2 回は、18 年 10月3 周年記念に開催。後援は高知県、近畿労働

〜その恵みと保全や健康住宅を考える〜と設定しました。
日本は70

金庫、共催は梼原町森林組合。講演、パネルディスカッション、プレ

％が森林の美しい森の国です。
その恩恵に感謝し、有効活用と保全保

ゼンテーション、相談会や展示会に200 名が参加。

護も重要な取り組みです。全企画を総括するシンポジウムを1月25
日、近畿・中国森林管理局に於いて多彩なプログラムで締めくくりと

第 3 回は20 年 11月5 周年記念として開催。国交省が提唱した
200 年住宅に呼応して「七曜四季自然派 200 年住宅」を発表。5 分の

します。詳細は8 頁をご覧ください。

1の模型を展示するなど、150 名が参加し大きな注目を集めました。

☆一般社団法人「いい家塾」
として法人化
従来は任意のＮＰＯでしたが、記念の年に法人化を果たしました。

第 4 回は5 周年記念の一環として
「教育力を問う」をテーマに開催。

これを機にさらなるお役立ちの活動に邁進して参ります。

多方面の教育関係者と課題と展望を話し合った。本塾は活動内容を

次なる20 周年に向け、
これからも使命感に燃え「一所懸命」であ

報告し消費者教育に重要性を訴えた。

り続けます。
どうか、本塾の活動にご注目頂き、
ご支援を宜しくお願い

第 5 回は26 年 1月、10 周年記念として馬淵澄夫元国土交通大臣

申します。多謝

と私が対談。
「いい家とはどんな家」をテーマに4 人がプレゼン。
「木
霊」の上映、相談会も開催した。
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新刊書籍のご案内

一所懸命
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茶 話会レポート
サポーター アトリエ2馬力

一級建築士

吉田公彦

●塾に来る前と後では、家づくりでどこを見ればよいのか分かった

11月23日(日）17期を締めくくる第10講終了の後、受講生（1８名）

気がする。釜中さんを信用してもいいかな（ハウスメーカーの

と釜中塾長、サポーター（4 名）による茶話会が行われました。参

「いいひと｝達と違って）と思っている。

加された塾生さんの声を中心にレポートします。

建替えに際してお世話になると思います。
●家以外のこと
（色彩、防犯など）もいろいろ学べて良かった。今の

●いい家とは住み心地の良い家ということが、いろいろな講義を

家は無茶苦茶寒い。建替えによって解消したいと考えています。

聴くことでよく分かりました。

●築41年の家は隙間風だらけで大変。

●設計士や工務店の人たちの経験に基づく貴重なお話を破格の

いい家塾で学んだ家に建て替えることによって、家も「よりよい

値段で聞くことが出来、感謝です。

人生」も手に入れたい。塾長の新刊本は疑問に答えてくれる形

●現場のリアルな話を聞けたことが良かった。
こういう家の作り方

で書かれており、
ありがたい。

があるんだということを知ることが出来、家を建てたいと思うよ

●家内には「道楽」と言われている住まいの勉強。塾長の言われ

うになった。

ることはいちいち納得できた。古希を迎えても銀行が貸してくれ

いい家塾の活動のことを情報として、広めたいと思う。

れば、
もう一回家を建てたいと思う。

●私は全回出席できたが、妻は今のところ関心がない。

●昭和 2 年に建った 4 軒長屋に住んでいる。設備屋をしているが、

この 1 年間の勉強を通じて現在 65 歳だが、家を建てたいと改め

今回学んだことをきっかけに建築をやろうと改めて考えている。

て思った。妻の合意を取り付けたい。

●梼原ツアーではあたかも自分の家の伐採祈願の気分でいた。

●前期、主人が参加して「いいぞ、いいぞ！」と言うので半信半疑で

今後の見学会にも小学生の息子と共に参加したいし、建てると

受講しましたが、結果として満足。良かったです。

きにはぜひいい家塾でと思っている。

●毎月第4日曜が来るたびにワクワク、楽しみにしていました。受講

●築 19 年の家をリフォームしたいと考えている。いい家塾での経

中に具体的に家を建てる話も進みだして、
リアルに楽しめまし
た。家の作り方は「夏を旨とすべし」とか

験をきっかけに来月から本格的な建築の勉強を始めることにし

家は 3 世代で住み継

た。父は大工だった。やはりいろんな「縁」を思う。

ぐものなどなど日ごろの私の家についての考えが正しかったと

●建築の計画があり、
ある設計士に「ここは建てられない」と言わ

いうことが毎回証明されるようで嬉しかった。
伐採祈願に行った梼原町は主人の里が近いところでもあり、い

れて落ち込んでいたところをいい家塾に助けてもらった気持ち。

ろいろな縁を感じています。

いろいろ勉強しながら「お任せします」ではなく、一緒に考えて
納得した家づくりをしたい。

●釜中塾長の求心力を強く感じた。
それは、今分かったことではなく、ずっと前に気付かれていたこ

17 期は修了証書を受けた人も、全回出席者も、
ご夫婦での参加

とを何年にも亘ってブレることなく言い続けてこられたこと、本
当のことを言ってるからに他ならないと思う。

者も過去最多でした。
さすがに参加された皆さんのご意見も中身

塾長の人柄にも敬服。
自分たちの家はこれからだが、建ててから

の濃い、熱い内容でした。

200年、家と付き合い続けたいと思う。
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『家塾17期の受講を終えて』
17期生

採祈願祭に参加して思うこと
杉澤

栄

17期生

１年前の今頃、私は主人とともに週末毎にモデルハウス巡りを

杉澤

一彦

この度、縁あっていい家塾の釜中塾長の下で木の家を建てるこ

しておりました。私の父が急死し、母が広い家に一人で暮らし始め

とになった。

たのが心配で同居を考えました。我家は狭くて母を引き取ることが

木造建築で構造に用いる木は新月の頃に伐採したものを使うの

できず、かといって実家では三世代が暮らせません。実家の敷地内

が良いと言われている（2014 年 10月は 24日が新月）。10月18日

に家を建てて、母が今の家で暮らせなくなったら隣の我家に一緒

にその木の伐採祈願祭に夫婦で高知県檮原町を訪れた。梼原町

に住む計画で、人生初の家造りをスタートさせることになりました。

は愛媛県との県境にあり、大阪から車で淡路島にかかる大橋を2

しかし、家を建てるとは？誰に建ててもらえばいいのか？いきな

つ渡り、高速道路を乗り継いで片道５時間の距離である。

り大きな壁にぶち当たりました。家を建てるには夏を旨とすべしと

到着した時には祭壇が準備されていた。静かで空気の綺麗な山

いう徒然草の一節に以前より共感しており、
それは断熱を極めるこ

の中の祭壇の前で参加者全員が森の神様に感謝の口上を述べ

とと知りました。
さらに調べることでセルローズファイバーに出会

我々夫婦、設計士さん、工務店さん、塾長の順で斧入れを行なっ

い、家塾に繋がりました。初回から夫婦二人で受講しました。
まさに

た。
その後森林組合の方がチェーンソーで樹齢 50 年にもなる大木

今知りたいことをその道のプロが本音で教えてくださるのでどの

を切り倒した。
その瞬間は今でも目に焼きついている。感動的な瞬

講義も聞き逃せず、毎月第 4日曜日が楽しみで、気付けば夫婦で 10

間であった。
その場の誰もが思わず手をたたいていた程であった。

回皆勤参加しました。

高知県檮原町は父方の祖母の出身地でありすぐ隣の愛媛県西

お蔭様で、
ど素人がちょっとは家についてお話できる素人になれ

予市は妻の父の出身地である。私も妻も親の代で阪神に出てきた

たと思います。定期講義以外に古民家見学や庭園見学などの屋外

ためにこの地で生活をした事はない。
しかし、
そこで同じ年月を経

活動にも参加させていただきました。中でも我家の大黒柱となる

て育った木を使ってできた家でこれから守られて暮らすのかと思う

杉の木の伐採祈願祭を体験できたことは、生涯忘れられない思い

と不思議な縁を感じずにはおられない。新月伐採については十分

出となりました。主人の祖母の生地であり、隣市に私の父の生家が

に解明されているとは言い難いが、私には家づくりをきっかけに祖

ある梼原で育った木で家を建てられる幸せに感謝し、
伐採された木

先との縁、家族の縁、塾を通じて知った人との縁を自覚できたこと

が愛おしくてその場から離れ難かったことが昨日のことのようです。

で大いに意義があった。

17 期同期の方々もそれぞれに家への思いを持って参加されて

その日の夕食は大変心のこもった皿鉢料理で美味しかった。お

おり、
そのお考えや経験をお聞きできたこともたいへん勉強になり

下がりのお神酒が入ったあとの余興の箸ケンも初めての経験であ

ました。建物としての『家』だけでなく、家族のあり方としての『家』

った。翌朝の山の中腹から見た見渡す限りの朝もやに浮かぶ檮原

についても考えるようになりました。児童虐待や老人の孤独死など

町の山並みは、幻想的で抜けるような青空でアルプス山頂のよう

の社会問題は家族の単位が小さくなり、世代間の緊密な繋がりが

な美しさがあった。今回お世話をしていただいた森林組合の方々

なくなってきたことが原因なのではないでしょうか。大勢で暮らす

は大変親切で山や木に関して知識と経験の豊富な立派な方たち

不自由さを嫌うばかりに我慢するトレーニングができなくなりまし

ばかりであった。生前の父は檮原町のことを日本のチベットと呼ん

た。我儘が引き起こす事件や事故を減らすには、三世代、四世代同

でいた。豊富な木と親切で活気のある町並みと深く縁を結べたこ

居を復活させることだと思います。当に、いい家塾の基本理念「人

とに大いに満足した。
このような縁を与えてくださったいい家塾の

は家を造り、すまいは人を創る」が、
心に響きました。

皆様に感謝致します。

家塾を介してたくさんのご縁をいただき、１１月に地鎮祭を執り
行うことができ本当に感謝しております。
ありがとうございました。
最後に、今後補講を企画されるなら参加したいのでどうぞお声
掛けください。楽しみにしております。

7

追手門学院

大阪城スクエア

大阪市中央区大手前1-3-20

追手門学院6階

この行事は公益財団法人「国土緑化推進機構」の公募事業として開催します

氏名、住所、所属団体、連絡先を下記主催
団体までFAXなどでお知らせください。

「展示会も同時開催」

2015年1月19日
（月）〜30日
（金）9:00〜17:00

近畿中国森林管理局の1階ギャラリーにおいて＜いい家塾＞の活動パネル、
「七曜四季自然派200年住宅」の5分の1模型。
セルローズファイバーZ工法の模型や自然素材等の展示をしています。
後悔しない家造りネットワーク 一般社団法人《いい家塾》
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