
 

〒861-8043  熊本市東区戸島西2丁目3-88 

TEL 096-214-1815 FAX 096-214-1816 

ＨＰ更新中！ http://www.kumamoto-cyumonjutaku.com/ 

マリソンホーム 

家を建てるときに必要な資金っていくらくらいなんだろう？ 

パッシブデザインの家について詳しく知りたい！…など 

その他、家づくりに関して疑問に思っていることやお悩みなど 

気軽に相談できるセミナーです。 

 

開催場所：マリソンホーム事務所 

開催時間：13時半～14時半（約1時間ほど） 

 参加費：無料 

 

【完全予約制】となっております。 

セミナーの質を高めるために１日２組限定となっております。 

ご希望の方は、お名前・希望日を明記の上 

☎096-214-1815 または marisonhome@coast.ocn.ne.jp まで 

ご不明点等ございましたらお問い合わせください。 
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2019年10月 資金とパッシブ 

セミナー開催日程 
社長とスタッフの 

    一言つぶやき★ 

▼スタッフ内山 /  ▲内山社長 

コーディネーター 

堂上 多麻美さん 

季節の変わり目は体調を 

崩しやすいので、気を付けて 

お過ごしください。 

  完成見学会にご来場 

いただき誠にありがとう 

ございました。 

実際に見て頂くことで 

その家の良さが見えてきます。 

 

施工状況、イベント情報など配信中！ 

是非お友だち登録してみてください！  

新しく作り直しました！ 

 再度、ご登録お願いします。 

Facebook 

Instagramも 

チェックして 

みてくださいね！ 
Facebook 

QRコード 

セミナー 

開催日 

色付き 

Vol.30 
2019.10 
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だいぶ涼しくなって過ごしやすい気候になってきました。 

個人的には、春と秋は暑すぎず寒すぎないので好きです♪ 

みなさんは好きな季節はありますか？ 

 

さて、１０月と言えば・・・「体育の日」 

そもそも「体育の日」が出来た由来は、１９６４年の東京オリン

ピックの開会式が行われた１０月１０日を１９６６年から国民の祝

日としたことがきっかけです。 

また、固定した１０月１０日から「ハッピーマンデー制度」の適

用が２０００年からスタートしたことで、１０月の第2月曜日にな

りました。 

現在の「体育の日」は、「スポーツに親しみ、健康な心身をつち

かう」ことを趣旨としています。 

この時期は、小中高の学校で運動会や体育祭が行われること

が多いみたいです。また、スポーツ施設などでは料金が割引に

なったりするところもあるみたいです。 

私も当時はあまり気にしたことなかったんですけど、思い出し

てみるとこの時期に運動に関するイベントが多かった気がしま

す。 

 

そしてだんだんと近づいてきている皆さんが楽しみしている

東京オリンピックの日。チケットが当たった！なんて方もいらっ

しゃるのでは？ 

なんと、2020年の「体育の日」は、この年に限り、7月24日

(金)のオリンピック開会式を「体育の日」と設定しました。 

ご存知だったですか？ 

恥ずかしながら私は知りませんでした(笑) 

いかに東京オリンピックが世間に影響を与えるものだとい

う事がわかりますね。 

 

この2020年7月24日に「体育の日」を変更する目的は、通

勤や通学の混雑を抑えて、選手や関係者、要人の移動に

伴う交通規制や観光客による混雑を緩和させることを目

的としています。 

 

ですが、祝日を1年限りで写した例ではなく、経済活動へ

の影響が大きいのではないかという慎重論もあるので、

様々な意見の中でこの「体育の日」が設定されました。 

 

スポーツの日についてですが、2020年から「スポーツの

日」として名称を改められることも決まっています。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

衣替えをいつすれば良いかは毎年悩みますが、「最高気温」が目安になるそう。20度前後の日が続くようになったら、衣替え

の合図。体感気温には個人差がありますが、羽織やストールを上手に取り入れて、温度調節をしてみましょう。また、衣替えは1

日で済ませようとせず、週末や休みの日を利用して少しずつすすめるのがおすすめ。秋は9月10月の連休も良いのだとか。 

☆彡衣替えは服を見直すチャンス☆彡 ☆彡季節ごとにチーム分け☆彡 

着用する季節ごとに服をチーム分けし

て、引き出しや収納ケースに割り当てて

おきましょう。 

通年着る服はもっとも出しやすい場所

にしまいましょう。 

見直す4つのポイント。目で見て確認すること

が大事！ 

1）サイズは合うか 

2）色あせ、シミなどの汚れはどうか 

3）毛玉、ヨレ、型崩れはないか 

4）これからのシーズンも着たいと思うか 

迷ったら、実際に鏡の前で着てみてください

ね。 

チーム分けの目安 

（秋冬と春夏は無理にわけなくてもOK）  

・真冬の厚手服 

・秋冬の薄手服 

・春夏の薄手服 

・真夏にしか着ない服 

・通年着る服 

☆彡たたみ方☆彡 

Tシャツ(半袖) 
① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ 

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ 

Tシャツ(長袖) 

枚数が増えがちな服だから、な

るべく１枚１枚をコンパクトに。かさ

ばりやすい”袖”の折り方がポイ

ントです。  



色は大きく分けて 

①ブルーや青緑などの「寒色」 

（冷たさや涼しさを感じやすく、落ち着いた印象を与える） 

②オレンジやレッドなどの「暖色」 

（暖かさや熱さを感じさせ、エネルギッシュな印象を与える） 

③パープルやグリーンなど、寒色と暖色に挟まれた「中性色」 

（寒色や暖色のように温度を感じさせないカラー） 

④ホワイトやブラックといった、色味のない「無彩色」 

があります。 

ベースカラ― 

「インテリアの主役となるカラー」

です。  

①キャビネット類②カーテン③ソファ 

お部屋全体を引き締めるアクセント

カラーとして使うカラーです。  

①クッション②照明器具 

お部屋の中でも大きな面積を占めて

いるアイテムのカラーを指します。  

①壁②天井③床 

メインカラ― アクセントカラ― 

床や壁など、あらかじめ大半のカラーが決

まっているため、最も失敗が少ないカラー

と言えるでしょう。 

もし、既存のベースカラ―を変えたい場合

は、天井や壁のカラーを基準に床のカラー

を調整するのがおすすめです。床なら、フ

ローリングやラグなどである程度カラーを

変えれるため、天井や壁のカラーを変える

よりも手軽です。 

例えば、壁はホワイト、床はライトベージュ

など、全体を天井のカラーに合わせて淡

いトーンで統一すると明るく開放的な空間

になります。もし落ち着いた空間作りをし

たいのであれば、床をダークトーンのもの

(こげ茶など)にすると空間が落ち着きま

す。 

空間の雰囲気を決める大事なカラーで

あるメインカラーは、色数が増えると全

体が雑多な印象になり、落ち着いた空

間からはかけ離れたものになります。 

そのため 

①カラーは最大でも3色までにまとめ

ておく 

②色を増やす場合はなるべくトーンや

色調を統一する 

(例：ダークグリーンのソファにライトグ

リーンのクッション、カーキのラグを合わ

せるなど) 

などを意識してカラーを合わせること

をおすすめします。 

空間の引き立て役となるアクセントカ

ラーは、メインカラーとのバランスを見

て判断するのが一番です。 

例えば… 

①メインカラーがホワイトと薄いブラウ

ンの場合 

アクセントカラーとして明るいレッドクッ

ションを取り入れる 

②メインカラーがブラックとダークブラ

ウンの場合 

アクセントカラーはホワイトのキャンドル

を取り入れる 

など、空間アクセントになるようなカ

ラーの小物を取り入れると空間がより

引き締まります。 

［ベースカラー］ 

ナチュラルブラウン 

［メインカラー］ 

ホワイト 

ナチュラルブラウン 

グレー/ベージュ 

［アクセントカラー］ 

赤/オレンジ/ブルー 

［ベースカラー］ 

グレー/ホワイト 

［メインカラー］ 

ホワイト 

グレー/黒 

［アクセントカラー］ 

黄色 

好きな色に塗ってみる。自分の「好き」を飾って部屋づくりを楽しむ。 

自由にアレンジ＆カスタマイズできる「クラフトレーベル」ならデザインやディテールにこだわった、お気に入りの空間がつくれます。  

市販の塗料で好きな色に塗装できるドア「クラ

フトレーベル」。既製品にはない色に仕上げた

り、模様替え気分で違う色を塗り重ねたり。 

部屋の雰囲気がガラリと変わる楽しさに出会

えます。  

ブラックオーク柄 ブルーグレーオーク柄 ネイビーオーク柄 グレージュウォールナット柄 

ラインナップ 

ワイルドオーク柄 

（塗装対応） 

インテリアやお好みに合わせてペインティング 

ウォールナット柄 オーク柄 ホワイトアッシュ柄 

人気№1 

人気№3 

人気№2 

ドアデザイン 

インテリアのベースとして、こだわりのある質感で仕上げました。 

本格的なアンティーク家具や様々なファブリック、小物とのコーディネートも楽しめるドアデザインです。 

框組デザイン  
シンプルな框組のディテール

と、中桟の高さが低めの安定

した形で、幅広いインテリアに

合うデザインです。  

格子デザイン  
オーソドックスな比率で分割

された格子ガラス。格子のシ

ルエットにより、ほどよく空

間が仕切られます。  

幅広ケーシング枠  

開口部をしっかりと見せる額

縁は、ドアが本来持つ仕切り

としての格を高めます。  

ハンドル 

3つの新しいハンドルデザイン。ドアに合う真鍮
しんちゅう

色。 

新ラインアップを含めた、 

17デザイン37種からお選びいただけます。 

実はドアの色と質感、ハンドル、ガラ

スに少しこだわるだけで、 

お部屋の雰囲気、お家の雰囲気はオ

シャレにぐっと変わるんです！ 

 

このようにドアの形は同じでもドアの色やドアノブの形だ

けで、部屋の雰囲気はかわるものなんです。 

例えば・・・ 


