●令和元年度「住生活月間シンポジウム」開催●

いくつになっても脳が若返る生き方
株式会社脳の学校代表
加藤プラチナクリニック院長
昭和大学客員教授

加藤 俊徳 氏

去る10月21日令和元年度住生活月間シンポジウムが「高齢化社会における暮らし方」と題して開催さ
れ、加藤プラチナクリニック院長の加藤俊徳氏の「いくつになっても脳が若返る生き方」と建築家・東京
藝術大学准教授藤村龍至氏の「超高齢化社会における持続可能な郊外住環境の実現にむけて」と題する各
講演が行われました。このうち加藤氏の講演要旨を今号に掲載します。なお、藤村氏の講演は次号に掲載
２. 表彰
する予定です。
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近年日本は、様々な自然災害に見舞われていますが、私たち
人間は、
さらに色々な災害に会っても、強くたくましく生きてい
かなければなりません。最近は、
ＡＩやＩＴ社会と言われていま
すけれども、結局、私たち人類はこの地球ができてから、様々な
天変地異、
自然と戦って生きてきました。
その中で我々は、
より
自然に勝つために自分たちの脳を鍛えてきました。私たちは、
日

3.本の全ての地域でこんな災害に負けてはいられません。
発表

今日は、皆さんの脳が若返る生き方、皆さんが毎日、一日生
きたら一日頭が良くなる、一日元気になる方法をお話したいと
思います。
寝不足、運動不足、食不足、
この三つが不足したら終わりで
す。健康寿命は、
これらが関係しています。
まず、寝不足が良くありません。以前は、睡眠中には体を休め
ればいいと思われていたのですが今は違います。寝ているとき
には脳の中のリンパ管が開いて活動して酸素を使い、老廃物
が出ます。
その代表的な老廃物がアミロイドベータです。
アミロ
イドベータが脳に溜まると認知症の引き金になると言われてい
ます。
アルツハイマー型認知症などです。睡眠不足で脳を休ま
せないと、
アミロイドベータという物質が溜まり認知症が始まる
のです。
そして、
いびきは老廃物を溜める超ハイリスクです。
さら
に睡眠時無呼吸の人は、
より老廃物が溜まりやすいです。
それなので、睡眠は二つの効果があると言われています。一
つは、体を休めること、
もう一つはアミロイドベータという老廃
物を寝てる間に髄液に排泄することです。
さらに、運動不足が良くありません。中高年の運動不足は、
認知症になるリスクが４倍高いと言われています。
また、高齢になって、粗食が過ぎて栄養不足になると、介護
率が高くなります。食不足も良くありません。
認知症は予防しかありません。
一番最悪なのは孤独です。孤独は、脳をぼけさせます。
友達をいっぱいつくったり、
こういう協議会に集まったり、
自
分を孤独にしない。人に頼られる、仕事をし続ける、地域社会
に関わる、
こういったことが大切です。孤独を免れると、
自分の
脳を毎日健康にできるのです。

脳は毎日使わなければ衰えていきます。定期的にやるスポー
ツがない。心ときめく友人、知人、有名人がいない。理髪店、美
容室が２年以上変わっていない。
カラオケの持ち歌が十年間
増えていない。
などが、
危険信号です。
また、年を取っても強く生きる方法は、
自然と交わることで
す。
ＩＴやロボットやスマホなど、科学技術と交わるよりは、
自然
と交わり、
自然に接することが大切です。
もっとも大切なのは、
朝起きて、太陽を見て、
夕日の沈むのを見て、夜は星空を見て、
ああ、今日一日過ごした。地球は回っている。
そういうふうに感
じることが大切です。
子供たちも大人も早く寝ることが大事です。大人も11時前
に寝る人は、風邪も引きません。最近インフルエンザが流行っ
ていますけれども、免疫機能は寝たほうが上がります。
そして、
ある報告によれば、乳がんの患者さんも、末期であっても、
ちゃ
んと寝られる人は乳がんの進行が少ない。長生きすると言わ
れています。がんの末期でも、十分な睡眠を取ってリズム良く
生活することが、
私たちの体を健康に維持するということです。

くれぐし屋根の小野家住宅（所沢市）

繰り返しますが、脳に悪いのは、寝不足、運動不足、食不足
です。
ただし、
それらは悪くならないように予防することができ
ます。
さらに、若返るには、感謝、礼節、思いやり、道徳心の向上
が大事です。
感謝、礼節、思いやり、道徳心。
これが体に染み込んでいる
民族は、世界中で日本の人たちだけだと思います。
日本人の三
つ子の魂だと思います。
感謝、礼節、思いやり、
そして道徳心の向上をもって、
これか
らも若返る生き方をやっていただきたいと思います。
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令和２年 知事年頭挨拶

「日本一暮らしやすい埼玉県に向けた挑戦」

埼玉県知事 大野 元裕
明けましておめでとうございます。
今年はいよいよ東京２０２０オリンピック・パラリンピックが開催され、本県でもバスケットボール、
サッカー、
ゴルフ、射撃、
パラリンピック射撃の５競技が実施されます。県民の皆様とともに大会を成
功させ本県を更に盛り上げてまいります。

大野知事

さて、本県も間もなく人口減少社会へ突入します。全国一の速さで後期高齢者人口が増加する
一方、生産年齢人口の減少が進みます。
こうした中、
「日本一暮らしやすい埼玉県」
を目指し、果敢
に挑戦します。
そのカギとなるのが、技術革新、
グローバル化、
そしてシニア・女性の活躍です。
人口減少社会の中でも成長していくためには、Society5.0へ向けた対応が不可欠です。
「埼玉版スーパー・シティ」構想により、
ＡＩ・ＩoＴ、
５Ｇ等を活用し、
エネルギーの効率的な利活
用を中心に、職住近接による子育て環境の向上、高齢者の見守りなど、様々な課題の解決を目指し
ます。
グローバル化の進展により、本県の在留外国人数の増加も見込まれます。
グローバル人材の育
成を進めるとともに、異なる文化や価値観を認め合う多文化共生社会の実現に努めてまいります。
渋沢翁は
「四十、五十は洟垂(はなた)れ小僧、六十、七十は働き盛り、
九十になって迎えが来たら
百まで待てと追い返せ」
と説きました。生涯を通じて生き生きと活躍できる人生を送るためにも健
康は最も重要です。
スポーツを通じた健康増進により、健康寿命を延ばし、生涯現役社会の実現を
図ってまいります。
女性の活躍の場を広げる必要があります。女性の活躍は、多様性や新たな価値を生み出す大き
なチャンスとなります。働きたいと考える女性に寄り添い、再就職やキャリアアップに向けた支援に
力を入れて取り組みます。
「日本一暮らしやすい埼玉県」
は
「埼玉版ＳＤＧｓの実現」
でもあります。誰一人取り残さない持
続可能な埼玉を目指し、県民の皆様と
「ワンチーム埼玉」
でチャレンジしてまいります。

新年のごあいさつ

宇佐見会長

２

埼玉県住まいづくり協議会会長 宇佐見 佳之

新年明けましておめでとうございます。
埼玉県住まいづくり協議会会員の皆様に於かれましては、健やかに令和２年の新春をお迎えのこ
ととお喜び申し上げます。
さて、昨年はラグビーワールドカップが開催され、
日本代表の活躍、
そして熊谷ラグビー場でも熱
戦が繰り広げられ、大変な盛り上がりとなりました。今年はいよいよ２０２０東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催されます。埼玉県内でも４会場で競技が開催され、更なる活力が生まれると期待する
ところであります。
一方、昨年は秋の台風１５号、
１９号により甚大な被害が東日本全域に発生し、埼玉県内では、
今までに経験したことがないような被害が多くの地域で発生しました。今回の災害では、住宅リフォ
ーム推進委員会を中心に臨時相談会を開催させていただきましたが、
「住まい」
と
「まち」
の安全と安
心、防災・減災対策はもちろんのこと、災害時における私たちの役割、責務について多くのことを考え
させられました。
これについては、協議会の課題として取り組んでいく所存です。
昨年の主な活動としては、住生活月間シンポジウムにおいて、株式会社脳の学校代表で医師の加
藤俊徳氏より、
「いくつになっても脳が若返る生き方」、東京藝術大学准教授 藤村龍至氏より、
「超高齢
化社会における持続可能な郊外住環境の実現にむけて」
と題し２つの講演を行いました。健康長寿、
高齢化社会、持続可能なまちづくりに対し、大いなるヒントを頂くことが出来ました。
２５３７点と多
数の応募があったよいまち大賞は、残念ながら台風の影響により表彰式が中止となってしまいまし
たが、埼玉県の魅力を様々な視点から表現した秀作があり、多くの皆様にご覧いただければと思い
ます。
また、埼玉県住宅環境賞に於きましては、応募数９２点と前回の約２倍の応募があり、地球温暖
化防止、環境への負荷が少ない住まいに対しての関心の高さが数字、
内容の濃さに表れ、省エネだ
けでなく、低炭素社会、少子高齢化、地球温暖化による豪雨や強風などの災害に強い住まいという
建築環境の実現、
アイデアに大いに期待を寄せる結果となりました。
その他の活動も２つの部会、
６つの専門委員会により活発に行われており、運営委員会に於いて、
各委員会の活動報告や会員の皆様に役立つ情報提供の場となっています。活動内容は、Smile通
信やホームページをご覧いただき、是非、各専門委員会にご参加ください。
今年も埼玉県住まいづくり協議会は、私達の取り巻く環境、埼玉県の住宅施策に基づき、官民が
力を合わせ、
日本一暮らしやすい埼玉の実現、会員企業の発展に繋がる活動をしていく所存ですの
で、
ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。結びになりますが、会員の皆様の益々のご発展、
ご健勝を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

令和元年台風第１９号等に係る住宅支援について

住宅の応急修理

＝埼玉県＝

被災者生活再建支援法に基づく
支援金について ＝埼玉県＝

１．
対象者
下記（１）〜（３）
の全てに該当する方
（１）
当該災害により
「半壊及び一部損壊（準半壊）
の住家被害を
受け、
自らの資力では応急修理することができない方」又は
「大規模半壊以上の住家被害を受けた方」
（２）応急修理を行なうことで、避難所等への避難を要しなくなると
見込まれる方
（３）賃貸型応急住宅・建設型応急住宅を利用しない方
２．
応急修理の対象となる範囲
住宅の応急修理の対象となる範囲は、下記に掲げる、
日常生活に
欠くことのできない部分であって、緊急に修理を行うことが適当な
箇所です
・屋根、柱、
外壁、
基礎等の基本部分
・ドア等の開口部
・上下水道等の配管や配線
・トイレ等の衛生設備等
３．
一世帯当たりの補助限度額
・半壊以上の場合・・・・・・・・５９５，
０００円
（税込）
・一部損壊
（準半壊）
の場合・・・３００，
０００円
（税込）
４．事業の流れ
・各市町村受付窓口へお申込みください。
（県ホームページからご
覧いただけます。）
・お申込み後、市町村の業者名簿に記載された施工業者に対し、
市町村が応急修理を依頼し、上記３の補助限度額の範囲で、市
町村が施工業者に所定の費用をお支払いする制度です
・修理費用が、上記３の補助限度額を超える場合、
その差額は自己
負担となります

１．
対象者
被災者生活支援法の適用を受けた市町村の住民で、
下記のい
ずれかに該当する被害を受けた世帯
（１）住宅が
「全壊」
した世帯
（２）住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、
その住宅を
やむを得ず解体した世帯
（３）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住するこ
とが困難な世帯（大規模半壊世帯）
２．
支援内容等
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。
（１）基礎支援金
住宅の被害程度に応じて支給する
ア 全壊 100万円
イ 解体 100万円
（半壊、大規模半壊であっても、やむを得ず解体する場合が対象。市
町村発行の解体証明書が必要ですので、事前にお問合せください。）
ウ 長期避難 100万円
エ 大規模半壊 50万円
（２）加算支援金
住宅の再建方法に応じて支給する
ア 建設・購入 200万円
イ 補修 100万円
ウ 賃借 50万円
※単身世帯は、
3 / 4の額
※支援金の申請には、
り災証明書が必要になります
３．問合せ先
申請は、市町村窓口になります 。

台風第１９号
住宅リフォーム無料相談会

自然災害で被災した住宅を復旧するための
災害復興住宅融資のお知らせ
＝住宅金融支援機構＝

台風第19号の記録的な豪雨により、県内の住家被害数は6,780
棟（12月13日現在）
と甚大な被害を受け、住宅の応急修理制度等が
利用できる災害救助法の適用は48市町村にまで及びました。
これを受け、住宅リフォーム推進委員会では、都幾川など3河川の
堤防が決壊し甚大な被害を受けた東松山市内で、台風19号に係る
被災・避難された方を対象にした住宅リフォーム無料相談会を令和
元年11月1日、2日に開催しました。
相談数は、11月1日には8世帯12名、11月2日には9世帯11名が来
訪され、合計17世帯23名になりました。主な相談内容は、住宅が浸
水して片づけは一段落したがこれから何をしたら良いのか等、次に実
施すべきことのイメージが固まっていない方が多くありました。
そのた
め、見積もりの見方やローン制度の修理補助制度のご案内を行うと
ともに、浸水被害に対する修繕方法についてご案内しました。
当委員会では、
引き続き、
リフォームなどお困りの方に対して支援し
ていきます。

住宅金融支援機構では、
自然災害により住宅に被害を受けた方

の復興を支援させていただくために、災害復興住宅融資を行ってい

ます。

＝例：補修の場合＝

・融資金利

年０．
３６％
（令和元年１2月１日現在）

※借入申込時に返済期間の全ての金利が確定する全期間固定金利型です。

・融資限度額 ７４０万円

また、満60歳以上の高齢者が被災した住宅を復旧するための住

宅ローン
「災害復興住宅融資＜高齢者向け返済特例＞」
も行って

います。

詳しくは、住宅金融支援機構のホームページ

をご覧ください。

お問い合わせ先・申込関係書類の請求先

住宅金融支援機構 お客さまコールセンター

（災害専用ダイヤル）

０１２０−０８６−３５３

（受付時間：9:00〜17:00
除きます。）

祝日及び年末年始を

３

第７回 埼玉県環境住宅賞

株式会社 小林建設

和区の埼玉県県民健康センターで、「第7回埼玉県環境住宅
賞表彰式」を開催しました。今回は、全部で92作品の応募があ
りました。

今年は建築部門53点、アイデア部門35点、学生部門4点、
合計92点という昨年の約倍の応募があった。その内容は玉石

会社小林建設 代表取締役 小林伸吾）、優秀賞に建築部門の

点、学生部門で2点だった。そして環境住宅賞という環境評価

「朝霞の家 ずれとつらなり」（アソトシヒロデザインオフィス 阿蘓

が重要なのだが、数値性能まで把握し、提示しているのは建

俊博）、「隣家再生〜築37年住宅ストック活用の住み継ぐリノ

築部門22作品(41.5%)であった。ハウスメーカーは性能を重視

ベーション〜」（株式会社OKUTA LOHAS studio デザインチー

しており、個人経営者は勉強が不足ということだろうか。まだま

ム）、「「地域の材料」で「地域の人たち」とつくった家」（株式会

だ感覚的なとらえ方が多く、本当にそうなっているかを説得で

社小林建設 代表取締役

きる数値が環境建築には必要なのだが。

小林伸吾）の３作品が選ばれ、さら

に審査委員長特別賞１作品、協議会会長特別賞１作品、入選
５作品、奨励賞３作品が選ばれました。
表彰式では、宇佐見会長の挨拶に続き各賞の表彰がありま

現在は省エネ基準が充足し、ZEH住宅の時代にあるのだ
が、どのような省エネ性能を設計しているかを把握する意識の
少ない作品が多いことは残念である。

した。埼玉県知事賞は柳沢孝之都市整備部副部長から、審査

環境建築は省エネだけでなく、低炭素社会への提案や少子

委員長特別賞には中村審査委員長から、他の賞は宇佐見会

高齢化社会への提案も重要だ。敷地の微気候を利用したり、

長から表彰されました。

少子高齢化への対応、地球温暖化による豪雨や強風などの災

その後、中村審査委員長による総評と、埼玉県知事賞、優秀

県知事賞は高齢になり、子どもたちも独立して小さな平屋の

講評がありました。最後にサスティナブル研究委員会の福島委

家で暮らしたい施主で、南北に長い平屋で、南と北に庭のあ

員長の挨拶で終了しました。会場には、入賞作品ばかりでな

る、今後の住宅のモデルとなる家となった。優秀賞の３作品

く、全応募作品が展示され、真摯かつ和やかな雰囲気の中で

は、正方形の敷地を斜めに分割したデザイン手法で開放的な

表彰式は執り行われました。

空間を創り出した朝霞の家、築30年の2階建て住宅を全面的

【審査委員】（敬称略）

にリノベしたストック活用の既築住宅再生案、そして地域材の

委員

秋元 智子

委員

片渕 重幸

委員

松岡 大介

委員

４

佐藤 啓智

公益社団法人日本建築士会連合会 環境部会長

活用、地域業者と作ることで地域産業に貢献する深谷の家が

認定ＮＰＯ法人環境ネットワーク埼玉 理事・事務局長

選ばれた。審査員特別賞は悪条件の敷地を南北逆転した発

一般社団法人埼玉建築設計監理協会 相談役理事

想の案。学生の中でも日時計の家は実際に建ってもおかしくな

一般社団法人埼玉県建築士事務所協会 副会長

い設計でこれからの成長が楽しみだ。

ものつくり大学 建設学科 准教授

株式会社小林建設
代表取締役

小林 伸吾

害に強い家が求められている。

賞の受賞者によるプレゼンテーション、および審査委員による

委員長 中村 勉

２つ庭の家

（中村勉）

審査委員長特別賞 zubeneschamali
（ズベン・エス・カマリ）
ポーラスターデザイン１級建築士事務所 長澤 徹
建築部門
協議会会長特別賞
建築部門

緑の風景を後世に残し、
自然と共に暮らす街
〜新農住コミュニティ野火止台〜
増木工業株式会社

代表取締役 増田 敏政

入

選

アイディア
部 門

入 選
学生部門

優秀賞 建築部門
﹁地域の材料﹂で﹁地域の人
たち﹂とつくった家

混交で、議論に上る力作は建築部門で9点、アイデア部門で6

株式会社小林建設 代表取締役 小林 伸吾

その中から埼玉県知事賞に建築部門の「２つ庭の家」（株式
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緑に囲まれた環境共生型共同住宅
〜中庭を囲む共同住宅〜
近藤建設株式会社

松嶋 正明

日時計の家〜朝日で目覚め・太陽の光を浴び・月光で眠る家〜
埼玉県立大宮工業高等高校

豊田 涼香

入 選
建築部門

秩父材とOMXで”つくる”サスティナブル住宅

奨励賞 「内」
と
「外」がつながる家
株式会社ＯＫＵＴＡ LOHASstudio デザインチーム
建築部門

入 選
建築部門

住宅街の中で自然を取り込む家
ー子育てを楽しむ間取りー

奨励賞

移築型中古住宅市場

入 選
建築部門

大和田の住宅

奨励賞

ミライのエコ住宅

大野建設株式会社

近藤建設株式会社

設計主任

浅賀 修

長島 早枝子

滝沢茂雄建築設計事務所

滝沢 茂雄

アイディア
部 門
アイディア
部 門

建築部門

デザインチーム
LOHASstudio

第７回 埼玉県環境住宅賞総評

優秀賞

株式会社ＯＫＵＴＡ

埼玉県住まいづくり協議会では、去る12月12日さいたま市浦

隣家再生 〜 築 年住宅ストック
活用の住み継ぐリノベーション〜

受賞者（前列）と審査委員・主催者（後列）

建築部門

アソトシヒロデザインオフィス

阿蘓 俊博

２つ庭の家

建築部門

優秀賞

埼玉県知事賞

朝霞の家 ずれとつらなり

埼玉県知事賞

近藤建設株式会社

發智 良幸

株式会社アキュラホーム埼玉西

高田 英志

５

埼玉のまち——暮らしの知恵・再発見の散歩 19回

イロリはコミュニケーションの場
座る・囲むが家族の対話を生む
❷遠山邸のイロリ

❶旧金子家住宅のイロリと自在鉤

イロリには自在鉤がよく似合う
イロリは床を切り抜き四角く囲んだ炉のこと、漢字で
「囲炉
裏」
と書く。
いまでは死語となった言葉であるが、
日本の住ま
いと暮らしに大きな影響を刻んできた。
床張りの住居が増えてくる５世紀以降、土間に掘りこんで
いた炉はジワジワ移動して床の上にあがってイロリになる。人
間の近くによってくる猫のようだが、
そのイロリ、炊事や暖房・
照明を可能とする優れものだった。
埼玉にあるイロリの空間を見に出かけてみよう。
難波田城公園内に移築された旧金子家住宅（富士見市
指定文化財。富士見市大字下南畑568-1）
は1871（明治４）
年の建築。半農半商（油商）
の住まいで、
出入り口には商家で
よくみられる揚げ戸（あげど）がついている。
そして客に暖を
とってもらおうと土間寄りにイロリがあった。腰を掛けてお茶
を飲みながら手をあぶるといった光景が目に浮かぶ。
そのイロリには大きな魚の彫刻の自在鉤（じざいかぎ。鍋な
どを掛ける道具）
があった。鉤に魚が多いのは魚が水に関係
し防火の意味があるようだが、柳田國男
（民俗学者。1875〜
1962）
はこの説に疑問があるようで、<私はまだそうは信じま
せん。
むしろ絵馬のように本ものの魚の代りに、炉の神のお目
を悦ばせ申す趣意かと考えられます。>（炉の鈎のいろいろ）
と
いう。
旧金子家住宅の魚の鉤は炉の神様を悦ばせるだけではな
く、来店する人の目も悦ばせていた。❶
川島町の遠山邸（遠山記念館。重要文化財。1936年完
成。
比企郡川島町白井沼675）
にもイロリがある。太い欅の柱
と梁のような鴨居
（差し鴨居）
、
格子の桟、
縁無しの畳のある

６

❹旧東方村中村家住宅の外観

❻旧東方村中村家住宅の龍の文字が見える板

❺旧東方村中村家住宅の煙出し跡

❼小野家住宅のイロリ

❸旧藤波家住宅のイロリ

18畳の空間にイロリがあった。土間に近づけて畳１枚分をイ
ロリに使っているが、竹を使った自在鉤が静寂な空間に動の
リズムを与えている。❷
旧藤波家住宅（八潮市大字南後谷763-50、八潮市立資
料館敷地内）
は、1876（明治９）年に建てられた入母屋瓦葺
きの大規模な民家。上屋梁や桁梁など巨木が組まれ見ごた
えのある住宅だが、
イロリも８畳の板の間に２畳分ほどとった
大きなもの。水害から守るため床を高くしていた。昔はカマド
のある炊事場だったということ、大鍋で炊事が出来るイロリで
あり、
ここの自在鉤は見応えがある。❸

煙出しの痕跡を残すイロリ跡
石垣など残る城跡があるようにイロリ跡というのもある。JR
武蔵野線越谷レイクタウン駅から徒歩15分、調整池の湖畔
に建つのが旧東方村中村家住宅（越谷市指定有形文化財。
越谷市レイクタウン9-51）。
旧東方村（ひがしかたむら。現在
の越谷市大成町）
で名主を勤めていた中村家の居宅を移築
したもので、建築は1772（安永元）年という。何度か増改築さ
れて現在の形があるが、板の間と茶の間の境の天井に煙出
しの痕跡が残っていた。
その真下の床板は継ぎ足しており、
そ
こにイロリがあったようだ。天井を張って寒さを防いだのだろ
うが、煙がこもるため天井に穴をあけ煙出しをしたのだろう。
❹❺
さらに土間横の板の間にもイロリがあったようだ。
その横に
は龍の文字と波形が透かし彫りされた板が張られてあるが、
これは火除けを願ってのものという。
こうしたイロリ跡を探る
のもイロリ散歩の楽しみの一つである。❻

イロリは心を解きほぐして、対話させる場
毎月第４日曜日を
「イロリの日」
としてイロリに火を入れてい
るのが小野家住宅（所沢市林2-426-1）。<小野家住宅の建
つ所沢市林は、
むかし林村とよばれていました。
「林」
という地
名は村に林が多かったため、名付けられたといわれています。
江戸時代に
（17世紀後半から18世紀にかけて）、原野を切り
開いて畑をつくり、人が住むようになりました。小野家住宅も
その頃（18世紀初め）建てられたと考えられます。>と資料に
あるように小野家住宅は武蔵野の開拓農家の代表例として
国の重要文化財に指定（1975年）
された。
「この住宅に住んでいたときはイロリはありませんでした。
解体修理（1978年）
したときに床下からイロリが出てきたの
です」
というのは小野家住宅を保存している小野博さん。土
間からは地炉（じろ）
も出てきたという。
そして公開するにあ
たって江戸の頃の姿に戻したのである。
表紙・❼
茅葺きの入母屋造りで、間取りは板敷きの広間と畳敷きの
８畳間、板敷きの４畳間がある
「３間取り広間型」
である。
イロ
リは板敷きの広間にあった。一辺が108㎝ほどの小ぶりのイ
ロリであった。地域の人たちが集まって火を入れた。小枝が
燃えて座敷は煙くなった。小学２年の女の子とお母さんが社
会見学にやってきたが、女の子はイロリの前にくると座り込ん
で、
ボランティアの人とはなしを始めたのである。
そんな光景
を見ていて柳田國男のこんな一節を思い浮かべた。
<映画などで見る西洋の家には、厚い壁に炉をはめ込ん
で、
みんなが一方を向いて腰掛けているようなのが多く、
また

真中に置き炉があっても、
それが高くて向うの人の顔が見え
ぬのがあります。
日本の平たい炉端は、煙が家一ぱいになるの
は困りますが、
それでも並んでいてお互いの顔が、残らず見ら
れるのは都合のよいことで、
その顔が赤々と焚火に映るのです
から、
これでこそ一家団欒という言葉が、割引きなしに通用し
ます。>（火を焚く楽しみ）
イロリが家族のコミュニケーションを豊かにしてくれる道具
なのだ。宮本常一（民俗学者.1907〜1981）
も水上勉（作家。
1919〜2004）
との対談で<いろりくらいみんなの心を解きほ
ぐして、対話させる場というものはない。>（ 旅の民俗学）
と語
る。
イロリでは火を囲むように座る。座ることで目線が低くなり、
気持ちが落ち着く。
とくに日本建築の場合、低い目線が大事
になる。
囲むというスタイルも重要で、
甲子園の高校野球で座って
円陣を組むことがあるが、斎藤孝氏（明治大学文学部教授）
は<土の上にしっかり腰を下ろすことで落ち着きが生まれる。
効果はそれだけではない。全員の気持ちが一つになりやす
い。>（「コミュニケーション力」
岩波新書）
という。
座って囲むことで気が溶けあい、
コミュニケーションを促し
てくれるのだ。
これが日本のイロリが残してくれた文化遺産で
ある。
小野家住宅のイロリの煙は上へと昇り、
「くれぐし」
（芝棟の
こと。棟を土塊で覆って雨漏りなど強化したもの）
のある屋根
の煙出しから白く煙が流れていた。
（住宅ジャーナリスト・岡田憲治）
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