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地震対策には３つの方法があります。３つの言葉を知っている方も多いでしょ
う。知っている方もさらっと確認の意味で目を通してください。
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大地震の大きな揺れに耐える。

木造住宅シェア

例：筋かい、パネルなど

耐震＞制振＞免震

制振（制震）

木造住宅最適度

揺れを熱に変換し、地震エネルギー

耐震≧制振＞免震

を拡散させ揺れを低減させる。

免震は主にビルやマンションに採用されて

例：高減衰ゴム、ダンパーなど

います。また、非常に高価で改修に適さない

免震

ことからあまり住宅には普及していません。

建物を地面に固定させないことで

しかし、制振は比較的安価で改修にも使え

地盤の揺れを建物に伝えない方法。

る様になってきていますので、これから良く

例：ボールベアリング、積層ゴムなど

耳にすることになるでしょう。

平成２４年３月発行 (vol.23)

ふ れ あ い 通 信

(株)高橋政雄設計事務所

１月の第３週と第４週に地

元中学校２校の職業体験を受

け入れました。私も中学生の

時、地域の会社にお世話に

なったことを思い出します。

古民家Ｃａｆｅ
古民家Ｃａｆｅ
今春オープン
今春オープン
昭和１０年築の民家を
カフェに改装中です。
外観は和風、内装は英
国風のハイブリッドな古
民家カフェをオーナーと

今度は後輩たちを受け入れ

る立場になり、責任の重さを

感じます。私が直接指導する

機会はありませんでしたが、

住宅設計や工事現場など楽し

企画し今春オープンに向

じさせないようにするた

けて現在、大急ぎで工事

めの数々の工夫や、「暑

中です。

さ」を解消するため知恵

住居兼店舗とするため

を盛り込んでいます。

に多くの規制をクリアす

次号でお店の紹介をい

るのに苦労しました。ま

たしますので、くつろぎ

た、規制の他にも古民家

に行ってはいかがでしょ

の最大の敵「寒さ」を感

うか。

宅建主任者３３３３名誕生

今年度、当社から宅建主任

団となりました。

引き続きお客様にとって有益

な情報を与え続けられる会社と

ボタンのクリックをお願い致します。

者が３人誕生しました。

ご覧頂いた際にはぜひ「いいね！」

写真左から
高橋佑輔 橋本健二 蓮見健司

して努力して参ります。

http://www.facebook.com/takahashiARCHITECT

入社前に受かっていた高橋

佑輔と今年度合格した橋本・

蓮見の３名が一斉に登録。３

名のホヤホヤ主任者が誕生し

ました。

さいたま市の小さな小さな

会社で一級建築士２名・宅建

主任者４名を誇る有資格者集

そうに働いている中学生を見

ると良かったなと思います。

将来建築関係の仕事に携

わってくれるとさらにうれし

いです。

高橋政雄設計事務所
公式フェイスブック
公式フェイスブック登場
フェイスブック登場

平成２４年３月発行 (vol.23)

ふ れ あ い 通 信

ことぶき
国道４６３号バイパス
お気軽に
お立ち寄りください

かつはな亭
ＪＯＭＯ

第二産業道路

【会社案内】
●設立
昭和５９年２月
●資本金
２，０００万円
●従業員数
７名
●免許
一級建築士事務所
埼玉県知事登録(5)第2809
建設業
埼玉県知事許可(般ｰ19)第36115
宅地建物取引業
埼玉県知事許可(６)第13550
●資格
一級建築士
福祉住環境コーディネーター２級
震災建築物被災度区分判定・復旧技術者
埼玉県被災建築物応急危険度判定士
埼玉県被災宅地危険度判定士
木づかいコーディネーター
さいたま市耐震診断員
宅地建物取引主任者
●加入団体
（社）埼玉県建築士事務所協会
（社）埼玉県宅地建物取引業協会
さいたま商工会議所
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国道４６３号（浦和越谷線）
サンドラッグ とんでん
会社案内図

平成２４年２月２９日現在
耐震診断件数
さいたま市緑区 ４４件
さいたま市浦和区 ８件
さいたま市岩槻区 １件
深谷市
１件
支援金２７０，０００円
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