今、立ち止まって考える! 関東建築ネットワークの家づくり シリーズ4
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実例３（写真下）
小さく建てて･･･
仕事上、3台のパーキング
を必要としたため、泥か
ら離れて小さく建てた。
将来的には、庭先に増
築が可能。

でも﹁私たちだけの住
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実例２（写真中）
今の生活に･･･
2階建て。
2階はＬＤＫと個室。
1階は水回りと寝室に加
え、近隣の趣味を同じく
する人が集える多目的
室。多目的にはミニキッ
チンがあるので、ＬＤＫ
として使え、
1階だけでも生活でき、
別世帯の人も使える。

・・・
大事なのはそれからで
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実例１（写真上）
ゆとりをもって…
3階建て。
1階は水回りと寝室。
2階はＬＤＫ。
3階は吹抜けを持つた
個室。吹抜けに増築し将
来の家族構成に対応。
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住いが生まれます�
イルや考え方�仕事の仕
長く住むということは� 方など�様々なものを変
﹁ず�と住んでいたい﹂
という気持ちがあ�てこ
そ�私たちは�思いが詰
ま�た家程より長く住み
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