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アシストホーム 作品展祭り 
２棟見学会開催 

11月30日(日)

11:00～16:00 

○玄関 

最新のデザインドア、

ガラスが大きく木目調

で鋳物装飾が素敵です。

奥様のお気に入り断熱

ドアです 

○リビングの畳 

リビングダイニングの少

し床を上げた和室には耐久

性が強く、色あせがしにく

くカビ、ダニが生えにくい

畳にしました。堀コタツで

家族団欒、テレビの設置場

所を考えて、天井を少し上

けて 筋交いに見える壁を

作りました。 

○キッチン前カウンター

椅子の代わりに畳を上

げ、キッチン前にカウンタ

ーを多目的テーブルとし

て施工しました。忙しい朝

はそこでお食事、夜はお子

様の勉強机、お料理のレシ

ピの簡単に見れる、パソコ

ンスペースとしても活用

できます。 

○無垢材の床 

木本来の味わいが一

番感じる杉の無垢材。足

ざわりがとってもいい

です。蜜蝋ワックスを塗

ってキズ対策、汚れ対策

もしています。 

○うさぎちゃんのお部屋 

階段下のスペースをウ

サギちゃんのお部屋に、

お掃除しやすい床、窓も

つけて明るく 

K 様邸 完成現場

○可変が出来る間取り 

２階の洋室はお子様の成長と

共に変わるライフスタイルに合

わせて間仕切りが出来るように

なっています。 

O 様邸 構造現場 
ご主人様のお仕事スペースと自宅が一緒のお宅。土地

いっぱいに建築されている為、お隣様とのプラバシーを

保つこと、駐車場スペースなど確保するため、さまざま

な工夫をしています。 

２階のリビングは吹き抜けを設け、開放感抜群のスペ

ースを作りました。スタイリッシュなご主人とチャーミ

ングな奥様、お二人のお嬢様にふさわしい、今から完成

が楽しみなお宅です。 

葉山駅伝 2015 アシストホームチームエントリ—決定！ 

来年 2015 年 1 月 25 日（日）に開催される葉山駅伝に

エントリーいたしました。2013 年にはアシストホーム、マ

ラソン愛好家のお客様とスタッフ混合チームを結成いたしま

して一色小学校の周り 5 区間約９．９０ｋｍを走り抜けまし

た。 

今年もお施主様とご一緒のチームを結成いたしまして、寒

風吹く葉山一色空の下頑張りますので応援をよろしくお願い

いたします。 

構造現場にお越しいただけますとこんな疑問が解消できます。 

完成してしまってからでは、見ることができない構造をぜひご覧ください。 

見学会ご案合ツアー開催! 
弊社スタッフがお客様を 2 か所の現場を順番にご案内いたします。この機会にアシストホ

ームの住まいづくりをご覧になってはいかがでしょうか。スタッフ一同ご参加をお待ちして

おります。    お問い合わせ先：046-877-1127 お客様係：小岩井 

アシストホームの建てる家

は地震に強い家って本当？ 

地震に強い家ってどう

なっているのかな？ 

健康にいい家は、

家も健康なの？ 

カビ、ダニが生えにくい

家ってどんな家かな？ 

地球の環境を守れる家

ってどんな家かな？ 

横浜市 O 様邸 

見どころ 

床面積：約 89 ㎡ 

(約 26.9 坪) 

床面積：約 97 ㎡ 

(約 29.6 坪)

現場 

現場 

今のお住まいが畳中心の生活、新築もそのスタイルは変えず、リビングダイニングを畳にして、

堀コタツで家族団欒のスペースに、奥様が家事をしながらリビングで遊んでいるお子様を見渡せる

ことが出来ます。 

○階段 

階段を上ると木の

香りがする格子！明

るく、風通しにもなり

木のぬくもりを感じ

るスペースになりま

した。 

 
横須賀市 K 様邸 

見どころ 

 

芯持ち材と集成材の

木材って何が違う

の？ 

ＷＢ工法で建てる家

って他の家と何が違

うの？ 

綱島街道 
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『アシストホーム業務内容』 

新築工事、増改築、リフォーム、耐震補強工事、免震工事、雨漏り調査、老

朽化診断、防犯設備、介護保険・障害者手帳工事、防音工事、音響工事、太

陽光発電工事、エクステリア工事、マイホームに関する一切の工事 

笑顔づくりを住まいづくりで 

有限会社アシストホーム 
住所：神奈川県三浦郡葉山町一色 499 番地 
TEL：046-877-1127（営業時間 8：00～18：00） 
mail：info＠assisthome-wb.jp  
http://www. assisthome-wb.jp 

 

「通気断熱 WB 工法」施工店 

太陽光発電施工店 

窓・ｷｯﾁﾝ・ｴｸｽﾃﾘｱﾏｲｽﾀｰの施工店 
建築業許可 神奈川県知事許可(般-24) 第 60527 号

建築士事務所登録 神奈川県知事登録  第 8180 号

この季節、急に冷え込んだ日などに、時々起こるのが愛犬のトイレの失敗。「いつもは上手

にできるのに」「子犬の時にしっかり教えたのに」など、飼い主さんにとっては不思議に思う

突然の出来事だったりします。 

失敗してしまうことだってあります。 

 床や道路が冷えて愛犬の足の先が冷たくなっていたり、身体が冷えて

体温維持が大変になって来ると、いつもは上手にトイレが出来るワンち

ゃんが失敗してしまうことだってあります。 

特に、トイレを覚えたばかりの子犬や、シニアに仲間入りしたワンち

ゃんたちにありがちで、珍しいことではありません。「なぜなの？」「ち

ゃんとトイレシーツでやってよぉ」などと、ついつい文句を言いたくな

ってしまいますが、こんな時は、失敗の理由によらず、驚かず、騒がず、

素早く、静かに、サッサと拭いて、なかったことにしてしまいましょう。

拭いた後には、消臭剤をかけておくのも Good。 

失敗してしまった時に、思わず「アッ」などと大きい声を出してしまったり、叱ってしまう

など、飼い主さんがはっきりとしたリアクションを取ってしまうと、反応してほしくてわざと

失敗したり、飼い主さんの反応が嬉しくて何度も失敗してみたりすることがあります。 

逆に、おしっこをしたこと自体を叱られたと勘違いして、我慢して膀胱炎や腎臓炎など、体

調を壊す原因になってしまうこともあります。 

頻繁に繰り返してしまうのなら…… 

ごくたまにしか失敗しないのなら心配することはありませんが、頻繁に繰り返してしまうワン

ちゃんの場合は、初めて我が家に来た時を思い出して、トイレトレーニングをもう一度しまし

ょう。 タイミングを見計らい、シートでするように促して、成功した時に飼い主さんが嬉し

そうな顔をして褒めてあげ、自信をつけてあげましょう。 

自分でも分からずに漏れてしまうことも 

また、加齢のために排泄の間隔が短くなってきているワンちゃんの場合は、自分にも分らな

いタイミングで漏れてしまったりします。そこで叱ってしまうと、すっかり自信がなくなり暗

くなってしまうことにもつながりかねません。 早め早めに愛犬をトイレに誘い、促して成功

させてあげることが必要です。 

失敗に動揺せず、成功を褒めてあげましょう 

いずれにしても失敗した時の一番の対処は、「全然、どうってことな

いよ」と、ワンちゃんに注目することなく、サッサと始末してしまうこ

とです。そして、成功した時には、今まで以上に褒めてあげましょう。 

飼い主さんに褒めもらうことで、排泄に自信を取り戻したワンちゃん

は、失敗していたことなんかすっかり忘れて、また上手にできるように

なると思います。優しく褒めて、見守ってあげましょう。 

11/21(金)10:30～13:00 

12/18(木)10:30～13:00      教室 
 

☆IH お料理+暮らしに役立つミニセミナー☆ 

ほほえみ教室を始めて今年で 3 年目を迎えます。 

ＩＨクッキングヒーターを使っていただき、お料理

を体験していただくことから始めました。 

そのほか「アシストホームはどんな会社かしら」、 

「どんなスタッフ、どんな大工さんが工事してくれる

のかしら」など「大切なご自宅のリフォームを任せる

にはどうかしら」など心配はつき物です。是非ほほえ

み教室に参加して弊社の雰囲気を感じていただくこと

が大切だと考えております。 

久しぶりのお友達との会合の場としてほほえみ教室

で楽しんでいってください。 

内 容：IH を使った簡単お料理教室

場 所：AH ヒアリングオフィス 

葉山町一色 499 

予約制：先着 10 名様 

担 当：小岩井 080-5656-5886

参加費無料！！ 

アシストホームイベント案内 
11 月 30 日(日) 現場見学会   (横須賀市鴨居、横浜市) 

12 月 18 日(木) ほほえみ教室   (AH ヒアリングオフィス) 

11 月 22 日(木) ほほえみ教室   (AH ヒアリングオフィス) 

アシストホーム 愛犬かわら版 vol.21 

愛犬には元気で年を重ねて欲しい
アシストホームイベント情報 

アシストホームは、工務店・設計事務所の立場から皆様へ「住まいる通信」を通じて情報を

発信しております。見て・触れて説明を聞いてみなければわからないことを体験して頂こうと思い

「ほほえみ教室」を行っております。 

「メニュー、セミナーついてご要望がございましたら、ご連絡お待ちしております。」


