後悔しない家造りネットワーク

ʻجຊཧ೦ʼ

一般社団法人

ਓՈΛΓɺॅ·͍ਓΛΔ

巻頭言

2017.01.01

ۘɹլɹ৽ɹ

いい家塾

Vol.25（新春号 )

塾長 釜中 明

৽͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻຊಫͰ͢ɻݹΑΓڧӡͱӡͷγϯϘϧͱ͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɻ
͝Ոօ༷ͷ݈͝উͱ͝׆༂Λف೦ਃ্͛͠·͢

ʮࢠ쏏쏨쏕ຊ쏔ๅʯ
昨年、児童虐待疑惑があるとして全国の警察が児童相談所

つながりが希薄で、
こうした子供たちの受け皿が少ない。

に通告したのが過去最悪の３万７千人にのぼり大阪府が最多

「多くの人が見ていたはずなのに、都会では無関心が多い。大人が

でした。
その中で死亡が３５０名という悲しい結果であった。

子どもにもっとむきあうべきだ」
と指摘している。

特に、幼児への暴行虐待が相次ぎ、ウサギ用のケージで命を終
えた３歳児もいた。牛乳アレルギーを持つ長女（5）に牛乳を飲

「悲」
から
「喜」
へ

ませ呼吸困難などを起こさせたとして、殺人未遂で母親が逮捕

居場所がない子どもを支援する取り組みもある。福岡県博多の市

された事件もあった。文字にする事もはばかるわが子へ虐待死

民団体「ストリート・プロジェクト」は、中卒や高校中退の少年少女

が後を絶たない現実に愕然とする。

に高卒認定試験の勉強を教えている。家庭環境の相談に応じ、ス

また、
「いじめ」
も全国の国公私立の小中高で 22 万余件にの

タッフの手料理も提供している。いずれも無料だという。此処には、

ぼり、年々増え続け過去最多となったと文科省の調査で分かっ

学校を通じて来る子と、インターネット検索から自力でたどり着く子

た。
心身に重大な被害を受けた児童生徒は 313 件「言葉の暴

もいる。
「９９％がネグレクト（育児放棄）
」の子供たちで、保護者を

力」
いじめが原因で自殺した児童生徒は 9 名もいた。

伴わずくる場合がほとんどだそうだ。
理事長は子供たちに
「もう一度、
『大人を信じてみようよ』
とメッセージを送っている」
そうだ。

大阪では、小学 5 年生の男児が電車に飛び込み自殺した。
「ど

貴重で地道な活動に拍手と敬意を表したい。

うか一つの小さな命とひきかえに、とうはいごうを中止してくだ

いい家塾の「基本理念」

さい」
と遺書を残した。
自殺の直前、母親の携帯に感謝の言葉を
述べていたという。
この小学校は児童数の減少から３月で廃校

「人は家を造り、住まいは人を創る」
（釜中

明）

になり、二つの学校に分かれて通うことになる。
彼は仲良しと別

「定義」住まいとは：
「人生の基地」
・いい家とは：
「長寿命でオンリー

れるのが辛いと、新しい学校への通学を嫌がっていたという。

ワンの住み心地のいい家」
・住み心地のいい家とは：「夏涼しく冬

結果から、彼の受けた教育は視野の狭いものであったと思わ

暖かい健康住宅」・家は：「買うものにあらず造るもの」と定義して

れる。辛いことも悲しいことも楽しいこともいろんな出来事があ

いる。

るのが人生だと。別れもたくさん経験する。新しい学校で楽しい

多くの社会問題は「住」に起因すると考えている。教育の現場は学

ことや友達もたくさんできるよと希望を教えてほしかった。
さら

校教育、社会教育と家庭教育がある。なかんずく教育の基本は家庭

に、自分たちはまだ何も知らない「途上の人間なんだ」
という現

教育にあり最重要と信じている。

実も教育現場の責務であったはずだ。

改めて、本塾の基本理念の重要性を確認させられる上記の深刻な

また、不登校の小中学生は 12 万 6 千人にのぼり、その要因

事象であった。
「家づくりは人づくり。人づくりは国づくり」故に「いい

は家庭内の問題の他、
友人関係、
学業不振が多かったという

家づくり」
が最重要と考え活動してきた。
「家を買って後悔する人を無くしたい」賢明な消費者の輩出を目指し

「寝屋川市の中一殺害・遺棄事件」

て講座を始めて５月に第２０期生を迎える。
ご一緒に勉強しません

一昨年８月、大阪寝屋川市で悲しい凶悪事件が発生した。
中

か。
合言葉は「家、
笑う」
です。

学１年生の男女を未明に連れ去り、殺害され遺棄された痛まし
い事件である。
最近、夜の街で時間をつぶす子供は少なくない
という。
何故、二人は深夜徘徊していたのか？報道によれば
「家
に居場所がなく夜の街に出ていた」
という。
午前 5 時過ぎ、所在
なさそうに歩く二人を駅前商店街の防犯カメラが捉え、直後に
連れ去られたとみられる。
二人は「よく公園などでテントを張っ
て過ごした」
また「家の中に居場所が無く玄関前にテントを張っ
て寝た」
という。
一体、
二人の家庭はどのようであったのだろうか？
同日夜に市内の別の場所を夜回りしていた市防犯協会の人は
「親とのコミュニケーションが不足しているのではないか」と話
す。
教育問題に詳しい方は
「都会の穴に落ちた子供たちだ」

【伐採祈願祭 】：親子三世代が住む家の大黒柱になる杉の大木に
家族で斧入れをし伐採した。塾生２家族と。梼原町森林組合で。

と表現している。
寝屋川市は大都市近郊のベッドタウン。
地域の
1

感想文を寄せてくださった杉澤さんのお宅にサポーターで訪問させていただき座談会を行いました。
細部にまでこだわったデザインや内装は感性豊かな素晴らしい仕上がりになりました。 事務局 釜中悠至
木津田「設計を担当した胡桃設計の木津田です。ゆとりのある大きな

したね。梼原町森林組合での伐採祈願祭は印象に残ったんじゃない

家が出来上がりました。同じ敷地内に住むお母さんと、完全に同居は

でしょうか？」

ないが、新しい家と繋がりのある設計になりました。
リビングの意匠は
奈良ホテルを参考にしながら考えました。間接照明を多く取り入れて

奥様「伐採祈願祭では我が家を支える木に斧入れをしたのに感動し

ますので、夜の印象もとても良いです。温熱環境にも興味をもっておら

ました。雲海も見えてとても良い記念になりました。梼原の方のおも

れたので、断熱はセルローズファイバー、サッシには樹脂サッシを使い

てなしの心も素晴らしくて、
また伺いたいと思います。
」

ました。お手洗いやお風呂など、機能だけではなくセンスの良いもの
釜中「この家で特筆すべきは奥様の感性とこだわりです。
「こんな家が

を採用しています。」

欲しい」
という希望が明確にあり、それが実現したと思います。出来て
一番喜んでいるのはどなたでしょうか？」

奥様「素敵な家を造ってくださりありがとうございます。納得のいく家
が出来上がりました。
リビングのエアコンは小さいものをひとつだけで
すが、
これで充分です。今年の夏は暑かったですが、家の中では快適に

奥様「みんな喜んでいますが、私が一番かもしれません。母も安心し

過ごすことができました。」

てますし亡くなった父も味方をしてくれたと思います。
」

山本「施工担当の山本啓二です。
こんなに大きな家になるとは、最初は

ご主人「この間、息子が大学に入って、下宿することになったんです。

イメージできなかったですね。最初からわかっていたらもっと閃きがで

その際、条件を決めてマンションをいくつか見にいきました。そこで

たかもしれません。建方には２日かかりました。仕上げの色つけには

気づいたのですが会社によってデザインって決まってるんですね。い

苦労しましたね。
」

くつか見ているうちにどこの会社かわかるようになったんです。いわ
ゆる規格があるんですね。それを作り変えてるだけなので三つぐらい

木津田「自然素材を使った家はいわゆる
「和」
「素朴」のイメージが強い

のパターンしかないので面白くない。福井は寒いところなので、省エ

が、
ちゃんと自然素材を使ってこのような洋館を作ることはできる。バリ

ネ基準で言うと大阪とはランクが違うはずです。それに見合った設計

エーションとしてしっかり伝えていった方がいいですね。
こんな風にで

や仕様にするべきですね。いい家塾の面白いのは、設計者、施工者を

きるとはあまり知らないと思います。木がむき出しで梁が大きくてとい

塾が選んで家を造るのが醍醐味のひとつだと思うようになりました。

うイメージが強いのでしょう。
」

今考えると私は自分の家の好みを言葉にするのが下手だったように
思います。言葉にするって難しいですよね。」

釜中「いい家塾のスタイルは木造で無垢の木の現し
（あらわし）が多い
です。それはそれで良いですが、杉澤邸の場合は今までのデザインと

釜中「パターンに気づかれたのはすごいですね。
どんな家が欲しいの

少し違い新鮮に感じます。今まで「洋風」
「和風モダン」などコンセプト

か、それを言葉にするのは本当に難しいと思います。さて実際に住み

を決めてきましたが、
この家はどういう表現がいいでしょうか？」

心地はいかがですか？」

吉田「いわゆる、
レトロモダンになるかもしれないですね。
とても落ち

ご主人「すごくいいですね。
まず静かです。だけど、家族の会話は通り

着きますね。普通の家ではできたばかりの頃は「若い家」
という印象に

ます。
リビングから声をかけると答えてくれます。コミュニケーション

なるが、
そういうのがこの家にはないですね」

が保てるのが嬉しいです。上手に設計してくれたおかげだと思います。
そして外との温度差が少ない。あと、嫌な匂いが全くしないです。不思

釜中「ご夫婦でハウスメーカーのモデルハウスなどいろいろな所を

議ですが、木や、い草の良い匂いは最初しましたが、慣れてきた今は

巡って勉強されたとお聞きしました。ほとんどの方はその場の雰囲気

あまり感じなくなりましたが。あとは木の床の肌触りが良いです。素足

やセールストークでハウスメーカーに決めてしまいますが、なぜいい

で歩くのが気持ちいいですし、子ども達も満足しています。」

家塾に決めたのでしょうか？」
奥様「やっぱり家塾の講座の内容が決め手になりました。夫婦で10回
皆出席しました。本当に住まいは大事ですね。収納もたくさんあるので
家事が楽になりました。あと断熱ですが、20年ほど住んでいた前の建
売住宅は夏が本当に暑くて、２階は灼熱でした。そして冬は寒い。新し
い家は断熱をしっかりしたいと考えていました。いろいろとハウスメー
カーの商品を見ましたが最後は断熱のことでいい家塾に決めました。
設計の木津田さんとは小学校と中学校が同じ、木材の産地の梼原町に
もご縁（ご主人の父方のお祖母さまの故郷、奥様のお父様の実家もす
ぐ近く）がありました。
」
釜中「講座では毎回ご夫妻で一番前の席で熱心に受講してくださいま

3

竣工・引き渡しをした二つの家から感想をいただきました。

17 期生 森井 マスミさん
「駆け込み寺のような、いい家塾」

18 期生 杉澤 栄さん
「幸せな１年」

母の体調不良がきっかけで、
「家造り」について考えはじめました。そ

平成28年1月、新居に引越して早や1年になります．我家の3人の子
供達は、長男が医大6回生で国家試験、次男は浪人生で医学部受験、

もそも母が圧迫骨折で1ヶ月ほど入院し、以前住んでいた木造の古い
家で生活するのが困難になったため、
リハビリに通うのに病院近くの

長女は高３現役の大学受験でしたので、冬から春にかけてドタバタ

タワーマンションに引っ越しました。
しかし今度は、50年来症状の出て

でした。仕事を休むことなく乗り切れたのが不思議なくらいです。不安

いなかった肝臓の結石で入退院をくり返し、
さらには極度の低体温や

一杯でしたが3人とも無事合格したことで疲れも吹き飛びました。

耳鳴りで不調を訴える毎日でした。80歳と老齢であることを考えれば、

リビングの吹き抜けの大窓から亡くなった父が丹精込めた庭に可愛

病気や体力の低下はある程度仕方ないとはいえ、何とかできないかと

い花を一杯咲かせた梅の木を見た時「おめでとう」
と父が祝ってくれ

いろいろ調べていくうちに「いい家塾」
をホームページで知りました。翌

ていると感じ、父に護ってもらって春が来たと思いました。

日お電話したところ、幸い釜中塾長にお目にかかることができ著書も

さて、
この家で冬から春夏秋と四季が一つ巡りました。
こんなに快

拝読する中で、前から気になっていたコンクリート住宅の怖さを再認

適に冬と夏を過ごせたのは人生初めてでした。
まず冬です。床暖房を

識し、安心して住める木の家造りを決断しました。

フローリングのリビングとダイニング、
タイルのキッチン、洗面室、脱

「いい家塾」の事務所をはじめて訪れたのが2月上旬、早速、設計を

衣室、
トイレに取り入れました。
これらを入れるだけで暖かく、エアコ

井上直大さん、施工を山本博工務店さんのプロジェクトチームにお願

ンは朝一番少し使用するだけなので乾燥しすぎることなく、家族皆風

いすることに決定し、下旬から
「いい家塾講座」にも通いはじめました。

邪を引かずに冬を過ごせました。暖かいタイルもお風呂上りや歯磨

井上さん、山本さんには御無理ばかりお願いし、5月16日梼原伐採祈願

きの時ほっこりしました。もちろん結露ゼロです。そして夏。さすがに

祭、6月6日地鎮祭、9月25日着工式、11月17日上棟式、翌4月9日引越と、

エアコンは必需でしたが、吹き抜けのあるキッチン、
ダイニングからリ

かなりの急ピッチで全行程を進めていただきました。
また現場が丹波

ビングまでの大空間を一台のエアコンで十分涼しかったです。室温が

の篠山と遠方であることに加え、寒さが厳しく日の短い冬場の作業に

下がった後はエアコンを切って過ごすこともありました。軒を深く出し

なったため、棟梁の大内さん、林さんをはじめとする大工さん、現場監

ていただいたので部屋に直射日光も多くは入らず、窓を開ければ家

督の元井さんには、大変な御苦労をおかけしました。
また、建築士の井

中を風が巡ります。
タイル張りのキッチン、洗面室などは足元がひん

上さんにも現場に足繁く通っていただき、整理しきれない数々の要望

やりと気持ちよく、心置きなく水拭きができます。

をその都度的確に方向付けいただき、みなさんには本当に心から感

電気代は太陽光発電とエネファームのダブル発電により前の家の
実質４分の１程度でした。セルローズファイバーの断熱性、調湿性は

謝しています。

想像以上です。その上遮音性もすばらしく強い雨でないと雨にも気付
完成した家は、木のぬくもりにあふれ、
ガラスの大きな窓と吹き抜け

きません。へたなピアノを弾いても安心です。家の中の音はよく聞こ

によって、屋内にいながら空の青さや雲の流れを身近に感じることの

えますが、大きな音でない限りは程良い距離感で存在確認しながら

できるすばらしい家になりました。勤務先の愛知と大阪を往復しなが

暮らせます。

らの新築工事であり、途中には父がガンの大きな手術をすることにな
るなど困難が多い中での家造りでしたが、塾長、悠至さん、井上さん、

次に間取りについて。

山本博工務店のみなさんをはじめ、工事にかかわって下さった方々の

１、収納：シューズクローゼット、パントリー、
ウォークインクローゼット

温かな思いが詰まったすばらしい家ができあがりました。ハウスメー

という名のタンス部屋、居間収納と使用するものを近くにまとめて収

カーの建て売りでは味わうことのできないたくさんのものをいただき、

納することですっきり暮らせる快適さを実感しました。

床、階段、天井、軒と毎日家を見る度に、みなさんへの感謝の思いをか

２、回れる： 玄関回り、水回り、
リビング回りと子供がクルクル走り回

みしめています。

れる構造は開放感と利便性抜群です。特に水回りの動線には大満足

御近所の方も親切で、篠山では流れる時間もゆったりしています。秋

です。
自慢したいことはまだまだあって書ききれません。

のお祭りには早朝からみんなで名物の黒枝豆をゆでて神事の準備を
しました。初めて迎えるお正月も楽しみです。人の心が籠もった家造り

家塾の皆様とのご縁、わがままとこだわりを一つ一つ真剣に聞いて
くださった設計の木津田さん、監督の元井さん、理想の家を現実にし

をありがとうございました。

てくださった山本工務店の皆様、全ての方々に感謝申し上げます。私
はこの素敵な家に住んで幸せを感じるとともに、何代に渡って住み繋
いでもらうための責任も感じています。
コンセプトは多世代で暮らす
家なので、家族一人一人が思いやりと少しの辛抱をもって楽しく幸せ
に暮らす事を目指します。釜中
塾長の基本理念「人は家を造り、
住まいは人を創る」に賛同し、
教養を身に着け、教育も必要と
考えています。これからまだま
だお世話になります。末長くよ
ろしくお願い申し上げます。
２

イベントのご案内
箕面 まち歩き

川西市郷土館 見学会と家造り勉強会

〜牧落から萱野〜

日

時：平成29年２月19日 （日）13:30〜16:00

日

時：平成29年3月19日 （日）13:00〜16:30

場

所：川西市郷土館

【兵庫県川西市下財町4-1】

集

合：阪急

13:15

定

員：20名

※能勢電鉄
定

山下駅

集合

牧落駅

参加費：1,000円

員：20名

参加費：1,000円
大正時代に建てられ国登録有形文化財に登録される「旧平安家

閑静な住宅が並ぶ箕面市。今回は牧落から萱野まで西国街道を

住宅」「旧平賀家住宅」。映画のロケなどにも使われる風情の

歩きながら文化と歴史を感じます。萱野三平旧邸の見学後、

ある建物を見学した後、「丈夫で長持ちする家造り」について

敷地内にある「涓泉亭（けんせんてい）」で「家造りで重要な

の勉強会を開催します。

５つのポイント」を学ぶ勉強会を開催します。

竹中大工道具館
日

見学会 & 講演会

時：平成29年3月25日（土）、26日（日）
13:00〜16:00

場

所：竹中大工道具館

定

員： 40名

【神戸市中央区熊内町7-5-1】集合

帝塚山、住吉 まち歩き

日

時：平成29年4月15日 （土）13:00〜16:30

集

合：阪堺電車

定

員：20名

姫松駅

集合

参加費：1,000円

参加費：1,000円
日本で唯一の大工道具の博物館。モダンに見える建物はいた

まちをみて、家のことを考えるまち歩き。

るところに伝統の職人技を散りばめ、博物館そのものが「匠

今回は帝塚山と住吉大社周辺を巡ります。

の技の数々を肌で感じでいただ

かつて「蟻の熊野詣」と言われ、多くの

ける場」となっています。両日

人で賑わった熊野街道に沿って住吉大社

とも館内の見学後に〜大工の

まで歩きます。ガイドは陸奥賢さん。界

知恵に学ぶ「適材適所と後悔し

隈の歴史や文化を学んだり、いい家塾が

ない家造り」〜と題し講演会を

監修した家を見学し「いい家の条件」を

開催します。

学びます。

いずれのコースも事前申し込み制となります。お申し込みは、必要事項（１ 氏名

2 住所 3 電話番号 4 e-mail 5 参加人数 ）を

faxまたはe-mailで下記いい家塾 事務局までお知らせください。参加費は当日受付でお支払いください。

いい家塾

20期生

塾生募集開始

「こんなはずではなかった・・・」後悔しないために学ぶ家造り講座＜いい家塾＞20期生の募集を開始します。
平成29年5月から平成30年2月までの毎月第４日曜日に開催します。「入門編・基礎編・構造編・研究編・実習編・専門編
・実践編」の充実の内容です。受講料は全10回で10,800円（税込）、家造りやリフォームを検討している方におすすめの
内容です。みなさまのご参加、ご紹介をお待ちしております。
編集後記
明けましておめでとうございます。古い街道筋に残る歴史のある建物を眺める時に感じることがあります。もうすでにこの世にはいない
先人が残し、次の世代が管理し今に残る姿に感慨深くなるのだ。戦後建てられた日本の建築物は寿命が短いと言われています。住宅が余って
空き家問題が叫ばれる今、新しく建てる家は後世に残すべき資産価値のある家が望ましい。今回企画したまち歩きや見学会は歴史や文化を感
じながら楽しめる内容となっています。ぜひ多くのみなさんに参加していただきたい。【編集人】
後悔しない家造りネットワーク 一般社団法人 いい家塾
発行人：釜中 明
編集人：釜中 悠至
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