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地域情報 

柏 

松戸 

「ソーラン節」や「星に願いを」などのなじみ深い歌から「犬
のおまわりさん」などお子様も楽しめる選曲！ 

平成 29 年 9 月 24 日（日） 場所 アミュゼ柏 クリスタルホール 

全席自由：800 円 

地域の情報をお届け！ 

各イベントについてのご質問は、
各問合せ先にお願い致します。 

森の中であそぼう！（森のこども館） 

問) 野菊野こども館 ℡047-331-1144 

松戸 平成 29 年 8 月 25 日～27 日（金～日） 

男声合唱団 コール JUN 結成 15 周年記念コンサート 

主催) コール JUN 中川 ℡090-4720-1614 

見学会 

時間：13：30 開場／14：00 開演 

普段見ることのできない 
“住まいの要”大公開！ 

住まいの 
お手入れ法 

「掃除テクニック」 

 

場所 21 世紀の森と広場内 森の工芸館 

http://www.ogawa-bco.co.jp 

●松戸支店／そらどまの家 

TEL 047-394-4102 
松戸市小金原 5-2-12 

●逆井駅前支店 

TEL 04-7160-5678 
柏市逆井 13-9 ﾕｰｶﾘﾋﾞﾙ 1F 
 

★Ogawa 最新情報はこちらから 

株式会社 小川工務店 

 0120-557-686 

●新築●リフォーム●修繕 

 

●本社 柏市新逆井 2-9-17 
TEL 04-7174-4102 

幼児親子、小学生以上 

時間：10：00～16：00 
けん玉、竹馬、木の実を使った工作など楽しいこといっぱい！ 
汚れてもいい服装で遊ぼう！ 

住まいの 
お手入れ法 

「エアコン編」 

 

① 

② 

★溝のホコリはウェットティッシュをかぶせた割り箸や
竹串でこするとよく取れる 

 
★室外機も砂や土ボコリで汚れやすいので、シーズンの
始め、終わりにはホコリをはらい水洗いする 

長く安全に住むために、家づくりで最も大切な

構造。家づくりを考えはじめたらぜひとも確認

しておきたい場所です。 

完成後は確認することのできない構造を、実際

に目で見て安心、納得してください。 

8 11 月 日 （金･祝） 

9 時～15 時 

[Ogawa安心・安全の秘密] 

地震対策！ 

通常以上の 

丈夫な基礎 

将来の間取り 

変更を視野に 

入れた工法 

高い安全性を 

誇る木造 

ラーメン構造 

その他の秘密は、ぜひ会場にてご確認ください 

構造見学会会場 MAP 

※見学会当日のお問合せはお気軽に！  連絡先：０９０－３２３３－７３７７（小川）  

常磐線 柏 

吉田 
幼稚園 

吉田幼稚園 
看板 

雑木林 
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小川工務店のホームページがバージョンアップ！ 
住まい関する情報をより詳しくお届けします。 

新築を工務店で建てるメリットは？リフォームをどこに頼んだらいいかわからない、そうお考えの方は多いのではないでしょうか？ 

私ども工務店は住宅の構造について熟知し、お客様それぞれにピッタリの住まいづくりをご提案しています。 

この地で長年にわたり、まじめに家づくりを行ってきた私どものモットーはズバリ「安心」。今までもこれからも安心して私どもにお任せください。 

 

●小川工務店の最新施工例をご紹介します！ 

 

工務店だからこそできる住まいづくり。 
 

実例紹介 

無料 
相談 

承り中！ 

「希望のリフォームはいくら位かかるだろう？」 
「工期は？」どんな些細なことでも、まずは 
お気軽にお電話下さい。 
最適なプランをご提案させていただきます。 

●お客様のご要望： 

浴室目地からの水漏れにより

洗面所の床に穴！シロアリ被

害もあって土台が心配！「掃

除しやすいバスルームと洗面

所へ快適リフォーム」！ 

●柏市  T邸 
     新築工事 
●柏市  T邸 
     新築工事 
●流山市 Y邸 
     新築工事 
●柏市  K邸  

外壁塗装工事 
●柏市  S邸 

 浴室改修工事 
●松戸市 O邸 

 増改築工事 
●船橋市 Y施設 

介護施設改修 他 

ホームページがバージョンアップ！ 

柏市 S 様 

その他工事中の現場！ 

After 自然の恵みを利用した新世代エコハウス 

そらどまの家 

産学共同プロジェクト 「呼吸する住まい」 

「産学連携」エコハウスプロジェクト 

一般社団法人エコハウス研究会代表理事 
ICS カレッジオブアーツ学長 
30 年以上にわたりOMソーラーの開発に従事。 
東京芸術大学美術学部建築学科非常勤講師、 
多摩美術大学造形表現学部デザイン学科非常勤師を務める。 

建築家 丸谷 博男 

そらどまの家＝呼吸する家 

地球の恵みの素は、太陽の熱。 
その熱は、１億５千万㎞を駆け抜けてきた輻射熱です。 

そらは「太陽の恵み」と「心地よい風」 
どまは「14℃～16℃地熱」と「土間の保温と調湿」 

「そらどまの家」はこれらを両手両足精一杯広げて受け取る仕組みです。 
人と住まいの健康の素、「呼吸する家」をご紹介します。 

呼吸する壁 
壁を紙又は和紙クロスを使うことで内部の断熱材・ 
木材がいつも呼吸することが出来るように工夫。 
カビの繁殖や腐食を防ぎます。 

土間の温度は、関東で年間 14℃～16℃。 
自然からの恵みである床下からの温度を逃さず、
暖房と冷房に利用することで、冬はあたたかく、
夏は涼しく快適に過ごすことができます。 

冬あたたかく、夏すずしい 

住まいの快適さを設備や断熱性能で得るだけでなく、
夏の日射を深い軒や広葉樹・緑のカーテンで遮蔽する
といったパッシブな工夫を楽しむことは、パッシブエ
アコンを建築と一緒に計画することと同様に大切なこ
とです。 

空気の 

流れ 

足場設置後、瓦を降ろします。 
瓦残を外してキレイに掃除。 
下地の劣化が進行している際は 
交換します。 

【夏】 

【冬】 

太陽の高度が 
変わります 

天井吹き出し口 
天井に設けられた 
吹き出し口から 

冷気が放出されます 

冷たい空気が 
ゆっくり下へ 

移動 
ムラなく 
涼しい 

広葉樹：夏は緑のカーテンとして適度に日射しを遮ります 

天井から 
再びエアコンへ 

エアコンで温められた 
空気はダクトを通り 
床下へ送られます 

床吹き出し口 

床下空気層 

ムラなく 
暖かい 

ゆっくりと 
天井に 
向かって 
移動 

インスタグラムも更新中 

「新築工事についての内容や使用する

材料についてもっとくわしく知りた

い。」という声にお応えしてホームペー

ジをリニューアル。 

 

リフォームコーナーも随時充実させて

いく予定です。お楽しみに！ 

小川工務店 柏市 

ダイレクトゲイン 
冬の低い日差しを 
室内へ呼び込みます 

パッシブ 
エアコン 

バス＆洗面台交換 

 Before 

屋根葺き替え 

 松戸市 S 様 

After 
遮熱シートを敷き詰め、棟に
向かって空気が抜けるよう、
空気層を作ります。 

合板下地の上から、雨水など
の侵入を防ぐルーフィングを
貼り、合板をかぶせます。 

工事の流れ 

 

●瓦おろし、清掃 

●遮熱シート貼り 

●防水処理 

Before 

After 
■Ogawaのご提案 
①シロアリ被害にあっていた木部は、交換と補修で万全対策！ 
②新しいバスルームは落ち着いた色彩で気持ちの良い空間へチェンジ 

軽い屋根は耐震性、耐久性ともにアップ！ 

 


