
一級建築士があなたの質問にお答えします。オンライン会議アプリを使って、スマホ、パソコン、
タブレットで、外出しないで「理想のお住まい」についてご相談ください。【Zoom】【LINE】など
ご希望の日・時間帯などをお伝えください。

オンライン「後悔しない住まいづくり」のためのセミナーを開催いたします。
安心して受講していただけるよう受講に際してはご予約をお願いします。開催時刻 13:30 から。（応相談）

◆ご予約は　住まいづくりセミナー・相談室ともに
　【平日 9：00－17：00】フリーダイヤル：0120-932-760
　【常時】メール：info@kk-okayama.jp お申し込みお待ちしています。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「ちくわのあな」ってなに？
　おいしいちくわを作る。ひとつひとつの材料を吟味し、
確かな品質で作る。それはとっても大事な事です。でも僕

らが創っているのはちくわじゃない。僕らが一番大事にし
たいことは、そこにうまれる空間。それがちくわのあなだ。
その空間をいかに快適で有効に創り出せるか。
そして、その空間に包まれるすべての人を笑顔にしたい。

ちくわのあなは、そんな想いで作られています。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■viol.78
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◆12・1・2月の予定◆

■ 一級建築士によるオンライン相談室 開催随時・要予約

■ 街かどスクール「住まいづくりセミナー」（オンライン）　　　 毎月第２日曜

■ イルミネーション設置・点灯 12 月 3 日（金）～ 1月初旬（予定）

■ かぞくのにがお絵コンテスト 応募の締切　1月 20 日（木）　詳細は 4ページ

完成見学会

平屋 HIRAYA 完成見学会・平屋ＯＰＥＮ ＨＯＵＳＥ

　10月の下旬、秋晴れのなか完成見学会

を開催させていただきました。

明るく落ち着いた室内、アイランドキッ

チンは住まいの中心になっています。

完全予約によりゆっくりご覧頂けました。

　10月・11月・12月の3か月を平屋の住

まい強化期間と位置づけより多くのお客

様にご紹介できるように月替わりでご案

内をさせていただきます。おのおの特徴

的な素敵なお住まいをご紹介させてただ

きました。12月中旬には構造をご覧いた

だいく予定をしております。

　受賞対象工事：県営ため池防災対策事業　広恵寺（下流水路）地区　第２排水路改修工事

10 月 23日（土）・24日（日）
11月 13日 ~25日
12月中旬頃＜ご予約受付中＞

令和３年度岐阜県農政部優良表彰

　　受賞部門：県農政部長表彰

　施工済の水路を傷つけない工夫やＩＣＴ施工を

活用し生産性の向上に努め、労働災害の撲滅を目

指した取り組みを評価いただき優れた工事を施工

できたとして表彰していただきました。昨年の県

土整備部長表彰につづいて県農政部長表彰と２年

連続の表彰です。土木部門の皆さんおめでとうご

ざいます。▼10月27日授賞式 記念品の寄せ植え記念品の寄せ植え

12 月は構造
断熱性能の秘密
公開します

Ｓ様邸　◆中津川市 W様邸　◆中津川市Ｋ様邸　◆中津川市

Ａ様邸　◆中津川市 株式会社メック様　工場増築工事　◆中津川市Ｓ様邸　◆中津川市

かぞくのにがお絵コンテストご応募お待ちしております

ジョイナス住宅のＯＢ様に似顔絵コンテストの応募用紙を送付させていただきます。
テーマ「家族のにがお絵」
お父さん、お母さん、兄弟、姉妹、おじいちゃん、おばあちゃんの笑顔。いっしょに
暮らすペットもＯＫ、大好きなみんなを描いてご応募ください。小学生以下の方が応
募対象。ご家族、お知り合いのお子さまからのご応募も可能です。12月の下旬に応募
用紙をお送り致します。締め切りは2022年 1月 20日（木）
※応募用紙が不足した場合はホームページからダウンロードしていただけます。
（12月下旬ごろから）
たくさんのご応募お待ちしております。
作品の選考を行い賞を決めさせていただきます。（応募者全員に参加賞がございます。）



住まいのメンテ役立ちグッズ紹介コーナー

ちくわのあな第１号から連載しておりました
ホームセンターで手に入る住まいのメンテナンス
用品の紹介が復活︕実際に使ってみてのレポート・
感想を中心にお届けしていきます。ホームセンターで

手に入る

復活
やってみよう！ＤＩＹやってみよう！ＤＩＹ

　 下地さがしどこ太くん
　　【壁にフックを取り付ける場所探し】

　ダイニングの母が座る場所からは食器棚が邪魔で時計が見えない
とクレームが出ています。食器棚から外れた場所なら見えるよねえ?
その場所をどこにしようか、そうだ「どこ太くん」で下地を探せば
しっかり取り付ける場所が決められる︕さっそく場所を探してみま
した。
●シンワ測定（株）　下地探し　どこ太くん
　　　　　　　

作業スタート
①　間柱がありそうな位置を目測で（メジャー計測可）あたりを
　　付けます。
➁　どこ太くんを指してみます。（手ごたえがある箇所を見つける）
③　手ごたえがあった箇所にビスを取付ます。
④　ちょうど見やすい位置に取り付けられました。

下地の無い場所・石膏ボードには
「カベロック・石膏ボード用ビスとアンカー」
ちくわのあな 65 号を参照してください

今
回
は

下地の無い場所は
針が刺さって奥ま
で押し込まれてし
まいます。

水道水に含まれる炭酸カルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分
が原因、白いウロコのような水垢が残ります。できたばかりならスポ
ンジでこすれば簡単に取れますが、しばらく放置されると水垢が層の
ように積み重なって、どんどん石のように固い汚れへと変化します。

水垢は「アルカリ性」の性質をもっているため、「酸性」の性質をもつ
アイテムを使うと中和しあってやわらかくなる特徴があります。

クエン酸小さじ 1（5ｇ）を水 200ml に
溶かしクエン酸水をつくり汚れに吹きか
け緩むのを待ちます（およそ 30 分）
キッチンペーパーでパックすると効果的
です。レモン水も良いようです。

放置する時間を長くすることでより頑固
な水垢を緩ませられます（およそ 2 時間）
キッチンペーパーの上からラップを巻くと
水分の蒸発を緩やかにできさらに効果的

ヌルヌルしていたら中和されている合図
です。食器用洗剤とスポンジでこすり水
洗いします。水分を残すとまた水垢にな
るのでキッチンペーパーでふきあげてく
ださい。

メラミンスポンジ※
人口ダイヤモンドを使った研磨剤※
耐水サンドペーパー（1500 番）で水を
つけながら※

かんきつ系の皮など（酸性の成分を含むもの）捨てる前にシンクをこすると予防
になります。大根の切れ端に洗剤をつけてこすることもおすすめです。
水分が残らないようにすることが肝心「水垢になる前に水分をふき取る」このひ
と手間を習慣にできたなら水垢に悩まされることは少なくなるはずです。
参考サイト

コジカジ　https://cojicaji.jp/　できるかも図鑑　http://varimodi.sub.jp

住んでからもうれしい！

Chihiro の

整理収納アドバイス

Chihiro プロフィール　本多 ちひろ
ジョイナス住宅インスタグラムを担当
住まいに役立つ情報を発信中です。
整 理 収 納 ア ド バ イ ザ ー 準 1 級
現 在、1 級 取 得 に 向 け て 準 備 中。
いいね & フォローお願いします !

　普段食べている食材を少し多めに買い置きし、期限の近いものから順番に食べ
ていき、食べた分だけ買い足すことを繰り返す。常に一定の量の食品がご家庭に
備蓄されているので、万が一の時も安心でストレスなく災害に備えることが可能
です。ストック食品を賞味期限順に並べ替えてみるなど簡単なことから始めてみ
ませんか︖　また、食品を備蓄する収納場所に困ることもあると思います。賞味
期限が3～5年と比較的長い【非常食】はクローゼットなどに収納場所を設け、半
年～1年に1回チェックすることをおすすめします。賞味期限がすぐわかるように
見える位置にマジックペンなどで大きく書くと先に取り出すものが分かりやすく
なります。

「防災用品点検の日」は 3、6、9、12 月の 1 日です。
これに合わせて、ご家庭でもすぐに取り組める

『ローリングストック』について考えてみましょう。
そろそろ大掃除の段取りを考え始める時期です、
保存食品の整理・入替えも合せてご検討ください。

軽い

頑固

〇

〇

〇

〇

営業担当からお客様にステンレスの曇りや水垢の落と
し方をよく聞かれるのだと聞きました。
そこで年末の大掃除がやってくるこの時期にキッチン
のモンモン汚れをやっつけてしまいましょう︕

何事も予防が大切
近道はありません

水
垢
汚
れ

※こすり落としたら水拭きし、乾拭きします。細かなキズが気になる場合
はさらに金属磨きを使って磨き上げます。ここまでするとキラリと光るの
ですが、研磨剤・耐水サンドペーパーの使用は最終手段にしてください。

ステンレス製シンクの
水垢の落とし方
頑固な汚れは
どう落とす︖

あると便利なグッズ紹介

ロックをはずして作業開始
作業終了後はロック

針が途中で止まり
下地までのカベの
厚さを測定できま
す。

針のさしあと
実物大

こ
の
あ
た
り

シンワ測定（株）　下地探し どこ太くん Basic35mm

ローリングストック
日常食のキーワードは
FIFO ～ First-In First-Out ～

 ◆ローリングストックとは
「循環備蓄」のことを指し、普段食べている食材
を少し多めに買い置きし、期限の近いものから順
番に食べていき、食べた分だけ買い足すことを繰
り返すこと。
◆FIFO とは
First-In First-Out の頭文字を取った略称で現物の
在庫管理の手法「先入先出法」のこと

ハイホーム
温泉水に含まれるミネラ
ル成分と石鹸を合わせた
自然素材のクレンザー

クエン酸
掃除用の生成されてい
ないもので OK

激落ちくん
メラミンスポンジ
硬度な骨格構造が汚れ
をかき落とします

ラビングコンパウンド
下地作りや金属磨きに
適している

ダイヤモンドうろこ取り
硬度 10 のダイヤモンド
の力で頑固なウロコ汚れ
を落とす
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