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（ ）年 の 大 空 襲 で 、 ド ー ム は 焼 失

しましたが 、今 回の 修復 工事 で復 元さ
れることになりました。
このよう に東 京駅 が復 元さ れる こと
になったの は、 今か らお よそ ２５ 年前
になるので すが 、前 述の 「赤 れん がの
東京駅を愛 する 市民 の会 」な どの 活動

住宅エコポイント対象の
工事は、お早めに！

して、迷わず仕様変更をお願いしました。

窓ガラスは、当初の普通の複層ガラスから
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（ ロ ウ イ ー ） ガ ラ ス と いう も の に 変 わ り ま
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した。これは複層ガラスの内面に熱線を反射す

るコーティングがかかったもので、夏は日差し

のジリジリ感を軽減し、冬は暖房の熱を外へ逃

がしにくくする効果があります。

世間では電力不足のため、省エネ推進に色々

苦心していますが、日本の従来の家は窓からの
日の東京新聞に、「住宅エコポイント

こんにちは。メガネのサトウ４代目です。先 熱損失が大きく、結果として空調に無駄なエネ

です。そし て今 回、 外国 産の 材料 で賄

で終了」という記事がありました。昨年３月ス 最近テレビＣＭ等で、既存の窓の内側にもう一

スレート瓦が 使わ れて いま した が、 東

として有名な 宮城 県石 巻市 雄勝 特産 の

ます。東京駅 の屋 根は 、高 級硯 の産 地

に』」をご記 憶の 方も おら れる と思 い

この記事の反響はたいへんなものだっ

んたちの復興の希望の星でもあります。

トを、何を おい ても 拾い 集め た職 人さ

しかも郷土の誇りである雄勝産のスレー

れた方に対して一定のポイントを発行し、これ 新築やリフォームを検討されているなら、お早

みさんらの 動き があ り、 東京 新聞 の記 タート当初は、今年 月
12末までの工事着工分が つ窓を付ける「内窓」の宣伝をよく見ますが、
事にもなり まし た。 文化 財修 復は でき ポイント付与対象予定でしたが、申請が予想よ これは断熱性を高めて空調にかかるエネルギー
るだけ当初材を使用することは原則で、 りも多く、このままでは予算が底を付いてしま を減らすことを目的としたエコリフォームの一
とになったものです。

実際に内窓を付けたことがありましたが、断熱

住宅エコポイントとは、「地球温暖化対策の 性向上と、外からの騒音低減に大きな効果が実

うといわれ、なんとか現地のものを使っ

わないので、 外国 から の輸 入材 料を 使

ところが、東 京駅 修復 の工 期に 間に 合

ている会や、個人や職場単位で署名が、 ことが気になっていたので、「エコ住宅にする ★休業日のごあんない…当店は不定休です★

存や産業遺産を活用して町つくりを行っ

で」「ぜひ 署名 を」 と各 地で 町並 み保

い集めた職 人さ んを がっ かり させ ない

「現地の方 の誇 りを 奪わ ない で」 「拾

住宅エコポイントを活用して、少しおトクに

推進及び経済の活性化を図ることを目的として、感できました。

てほしいと、 赤れ んが の東 京駅 を愛 す

と費用的にどれくらい余計にかかるのか見積もっ ５月… ・ （火）

エコ住宅を新築された方やエコリフォームをさ

る市民の会が 、署 名活 動を 始め たと い

日本だけで なく 、海 外か らも 届い たそ

された設計は、従来仕様だったのですが、私は 南千住５丁目 の 【
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当時スタートしたばかりの住宅エコポイントの ℡０３（３８０６）４９３０

拙宅は、昨年新築した木造住宅です。当初示 ◆メガネのサトウ◆

うのが、記事の主旨です。

て下さい。」と、担当の方に伝えました。エコ ６月…５（日）、 （木）、 （火）

）年 に当 時の 建
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足した程度の出費でエコ住宅にできるというこ 午後

時 分～ ６時

ました。結果は、もらえるエコポイント分に少々 すまいるたうんふれあい亭５月 日
時半～西部区民事務所ひろば館１階

ので、費用もそれなりにかかるものと思ってい 土・日・祝日…

り、壁や屋根の内側の断熱材を強化したりする 平日（月～金）… ９時 分～ ７時

住宅にするには、窓を断熱性の高い製品にした ★営業時間のごあんない★
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いますが、 現地 産の 瓦が 使わ れ、 復元
された東京 駅を 見る こと がで きる 日が
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築の第一人者 辰野 金吾 が心 血注 いで 設
世 紀イ ギリ スビ クト リ

来ることを願っています。

とだったので、省エネ性と快適性アップに期待
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計したもの。

ア朝様式で、左右 対称 の長 さ ｍは 、
現存する近代 洋風 建築 では 最大 。昭 和
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これから まだ 多く の困 難が ある と思

うです。

屋根』救え、 東北 産『 復興 のシ ンボ ル

京駅修復の中 で、 現地 に戻 され 、割 れ

たようで、 「震 災以 来、 はじ めて すが

う事態が見込まれるため、５ヶ月短縮されるこ 例です。引っ越す前のマンション住まいの時に、

などの検品後 結束 した とこ ろで 、津 波

７月末 ルギーが消費されているという指摘があります。

おうとする こと にも 、作 家の もり まゆ

があって建 替を 免れ 、保 存と なっ たの

メガネの
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を使って様々な商品との交換や追加工事の費用 めに工務店や工事業者に相談された方が良さそ

日付 けの 東京 新
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すがしい気 持ち にさ せて くれ る記 事に

聞・こちら特 報部 面「 被災 『東 京駅 の
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にあいました 。職 人さ んた ちが 家族 総
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出で、必死に この 瓦を 集め たそ うで す。 出合った」 「東 北復 興の シン ボル に」

年 ４月
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に充当することができる制度」です（ http://jうです。
utaku.eco-points.jp/住宅エコポイント事務 【消費生活アドバイザー
局ホームページより）。
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