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美しい花にはトゲがある 

 日を増す毎に暑くなり日中の気温が

３０℃まで到達することもしばしばあ

るこの時期、皆様はどう過ごされてい

ますか。草刈り、田植え、大型連休等

の疲れが出てはいませんか。私も実家

で田植えを手伝っていましたが情けな

いことに毎年の事ながら腰を痛めてし

まう始末です。何かと行事ごとが重な

ることに加え、梅雨に入ると湿度が上

がり過ごしにくい時期にもなりますの

で体調には十分気をつけて下さいね。 

 梅雨入りといってもマイナスな面だ

けではなく、紫陽花(アジサイ)の花が

美しく咲き誇るという若干のプラス面

も混在する季節でもあります。小さな

花びらが集まって一つの丸い花を形成

する梅雨どきの代表的な花。多くの家

庭の玄関先や庭先を彩り、過ぎゆく人

の目を楽しませてくれます。アジサイ

の一番の魅力は色が変わることで、咲

き始めと終わりでは違う表情を見せて

くれます。土壌が酸性なら青、アルカ

リ性なら赤になると言われています

が、土壌を調べる人はまずいません。

どんなふうに色づくのか待ち、咲いた

とわざの通り美しさの反面を甘く見

ることがないように、くれぐれも花

びらや葉を誤飲することのないよう

気をつけて頂きたいです。 

 さて、ピースホームでもアジサイ

に負けないほどの美しく高性能な住

宅が完成しております。積雪を考慮

して耐震等級２を取得、冬期の日射

取得、夏期の日射遮蔽を意識した太

陽に素直な設計、ランニングコスト

を下げ住まいの快適性を格段に上げ

る国の施策に従事したゼロエネ住宅

等、ピースホームの住宅にはトゲも

なく毒もないので安心して下さい。   

 きたる６月１０日(土)１１日(日)

に山東町一品にて完成見学会を行い

ます。ゼロエネ住宅の物件であり収

納もしっかりと確保しております。

最近よく聞くゼロエネ住宅って何だ

ろう。と疑問に思われている方はぜ

ひご来場いただき、何なりとご質問

ください。少しでも理解して頂ける

ことと思います。それではお気軽に

ご来場下さい、心よりお待ちしてお

ります。 
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アジサイを素直に楽しむのもまた風情

があっていいものですね。 

 アジサイの歴史は古く、漢字で『紫

陽花』と最初に表記したのは中国の唐

の詩人だったそうです。日本最古の和

歌、万葉集にも季語として使われてい

て江戸時代には蘭学者のシーボルトが

長崎で出会った女性、お滝さんの名前

を取ってHYDRANGEA OTAKUSA

（ヒドランジアオタクサ）と命名しま

した。時代を問わず国籍を問わず人々

を魅了するアジサイですが、実は毒が

あることをご存知でしょうか。あの可

憐な小さい花びらにも、葉にも根にも

毒があるのです。食べるとめまいや吐

き気、神経の麻痺が生じて最悪の場合

は死に至ってしまう恐ろしい花だった

のです。実際二年前に、ある飲食店で

それを知らずに料理に使い、食べてし

まった客が中毒症状を起こしたという

事件が発生しています。触るだけなら

何の問題もないのですが、口に入れる

と胃酸などの酸性物質によって青酸化

を引き起こすと考えられています。

『美しい花にはトゲがある』というこ 
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家づくりワンポイント ＜カビの発生を防ぐ窓の配置＞ 
 冬場は暖房によって窓が結露し、

サッシのゴムパッキンやカーテンな

どにカビが発生することがありま

す。長い間家を留守にしたときも、

家の中がカビ臭くなったりします

ね。 

 結露やカビには換気が関係してい

ます。換気の悪い家は室内に湿気が

溜まってしまい、結露やカビの原因

になります。 

 カビは表面だけでなく、壁の内側

や床下など家の骨組みも腐らせ、家

の耐久性を著しく低下させます。ま

た、カビや湿度を好むダニの発生に

よってアレルギーを誘発するなど、

住んでいる人の健康面にも良くあり

ません。 

 結露やカビの発生を防ぐには換気

に注意し、風通しを良くすることが

大切です。 

 そのため、家づくりの際には窓の

配置がポイントになります。向かい

合った二方向の壁に窓を設けるのが

理想的で、真向かいではなく、上下

や左右に少しずらして窓を設計する

と、より効率的に換気できるでしょ

う。 

子育てＱ＆Ａ ～イヤと言えない子～ 

 積極的なタイプと控えめなタ

イプ、子どもには大きく分けて

二通りありますね。控えめな子

は、悪く言えば引っ込み思案で

すが、裏を返せば人の気持ちを

思いやれる優しい子、というこ

とになります。 

 お友達からおもちゃを取られ

てもイヤだと言えないわが子を

見ると、お母さんの方が歯がゆ

くてイライラしてしまうかもし

れません。でも勇気が出なくて

悔しい思いをしているのは、子

ども自身も同じでしょう。お母

さんはその気持ちに気付いて、

寄り添ってあげてください。 

 抱っこして、「勇気が出なくて

も、イヤって言えなくても、ママ

はあなたの事が大好きよ」と語

りかけると、子どもは安心する

と同時に自信が湧いて、少しず

つ自分の気持ちを表に出せるよ

うになるでしょう。子どもを

抱っこすることで、お母さんの

イライラもきっと癒されます

よ。 

引っ込み思案で、お友達からおもちゃを取られてもイヤだと言えません。 

「イヤならイヤだと、ちゃんと言いなさい！」と言うのですが……。 

ピースの縁側 ～足裏にいたわり～                  

◆ターンオーバーが停滞 
サンダル履きなどで裸足になる機

会が増える時期です。この機会に

足裏の状態をチェックしてみま

しょう。カカトのかさつきや角化

が見られる場合は皮膚の新陳代謝

が滞っています。原因は、サイズ

の合わない靴やハイヒールの常

用・かかとに体重が掛かりすぎる

歩き方など。足裏に無理な力がか

かると血行不良を招き、角質が厚

くなります。ひどくなるとひび割

れや出血を伴う事もあるので、日

頃のケアが大切です。 
 

◆入浴後は保湿ケアを 
入浴時には石鹸をよく泡立て、足

全体を優しく洗って下さい。乾燥

したかかとはデリケートなので、

軽石などでこすると、かえって刺

激で角質層が厚くなり逆効果で

す。入 浴 後 は 水 分 を よ く 拭 き 取

り、ワセリンなどで保湿します。

ただし、一ヶ月続けても改善しな

い場合は足白癬（あしはくせん・

水虫）の可能性もあるので受診し

て下さい。また、かかとと親指、

小指の付け根にバランスよく体重

をかけて立ち、かかとから指の付 

け根へと重心を移動し足裏全体を

使って歩く事を意識してみて下さ

い。 
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今月のお薦めホームページ 

  家事に仕事に育児にと、忙しい毎

日を過ごしていると、「こんなに頑

張ってるのに誰も分かってくれな

い…」と、元気が出ない日もありま

す。 

 そんな時は、ちょっとネットで遊

んでみるのもいいかもしれません。 

 「おれさまファンクラブ」は、架空

の WEB 掲示板です。名前を入力した

後は、自分の長所や短所など尋ねら

れるまま５つの問いに答えるだけ

で、あっという間にあなたのファン

クラブ用掲示板の出来上がり。あな

たのファンだという人たちからの、

熱いけれど間の抜けたコメントがた

くさん書き込まれています。 

 といっても、「ファン歴２年」とか

「ますますファンになりました」な

どというコメントはもちろん全てウ

ソです。ばかばかしいとは思いつつ、

それでもちょっぴり気分が良くなる

から不思議なものですね。 

●おれさまファンクラブ 

アイデアノート ～気になるお掃除ロボット～ 
初めて円盤型のお掃除ロボットを見た時は、「ほんとにこれで掃除できるの？」と思った

方も多いのでは？しかし案外評判はいいようで、色々なメーカーが新しいお掃除ロボッ

トを次々と発売しているようです。主婦のありがたい味方かも？ 

●キレイになるなら使ってみたい 

 出かけている間に勝手に掃除され

ていて、戻った時にはお部屋はピカピ

カ。そんなことが本当にあるなら使っ

てみたい、というのは主婦ならだれで

も思うことでしょう。 

 でもどの機種も結構な値段ですの

で、あの丸い機械に任せてもしキレイ

にならなかったら、と思うとなかなか

手が出ないという人が、まだまだ多い

かもしれません。少し前は、食器洗浄

機に多くの人が同じような不安を

持っていたものです。 

●ロボットにできること、できないこと 

 使用した人は、おおむね満足できる

という感想をもつようです。ただ、自

分で掃除機をかけるときのように、吸

い込めないゴミを拾って捨てたり、

じゅうたんに吸いついて動かなく

なった時に外したり、ということはで

きません。また、部屋の隅はどうして

も吸い取りにくいので、残ったホコリ

を人が時々取り除かなくてはなりま

せん。 

 しかし、設定された時間一杯、部屋

中を動き回って掃除します。「今日は

これでいいか」と手抜きをすることは

ありません。 

 

●性能、お値段、いろいろあります 

 今は様々なメーカーがお掃除ロ

ボットを発売しており、２万円台で手

に入るものもあります。また必ずし

も、価格が性能に比例しているわけで

はないようです。部屋の広さや、使用

頻度、和室かフローリングかなど、

様々な条件によって、どのお掃除ロ

ボットが適しているか見極めが必要

です。 

 使っている人はまだ少ないので、周

りの評判を聞くのはなかなか難しい

でしょう。買いたいと考えるなら、各

社のお掃除ロボットの性能を比較で

きるサイトなどを見ると、参考になり

そうです。 

http://portal.nifty.com/2009/11/27/a/ 



ようこそ、僕らの家へ 
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〒６６９－５１０１ 

兵庫県朝来市山東町滝田１４８－２ 

電話 0120-76-3132 

Fax 079-676-5039 

Email pi-s-home@tn-net.co.jp 

但南建設(株)ピースホーム事業部 

子育て世代の健康住宅専門店 

「安くていい家」づくりの実況中継！ 

 見学会情報もいち早くゲット！ 

 詳しくはＨＰで！ http://www.pi-s-home.com 

 ※「但馬 ピースホーム」でも検索できます。 

 

               携帯電話でもご覧頂けます。右のＱＲコードを 

               読み取りください。家づくり情報満載！ 

 

 絶句してしまうほどの美景が広がる仙境、九寨溝。

鬱蒼とした原生林の中に大小100以上の湖沼をはじ

め、渓流、瀑布が50kmにもわたって連なる、まさに

別天地です。 

 渓谷（溝）にチベット族の暮す村（寨）が９つある

ことから、この名が付いたと言われる九寨溝。チベッ

ト族の間には、昔、山の女神が天界から落とした鏡が 

108つに砕け散って湖になったという伝説が残されて

います。伝説に彩られた湖面は、雪を頂き白く輝く峰

や色鮮やかな樹林、澄み渡る青空など周囲の風景を鏡

のように映し出し、まるで一枚の絵画のよう。紺､碧､

藍、蒼……。

「青」だ け で

は 表現し きれ

な い湖水 の色

彩 美と相 まっ

て、息 を 呑 む

ほ どの美 しい

景 観をつ くり

出 し て い ま

す。  

 そんな九寨溝ならではの、今まで見たこともないガ

ラスのような透明感と鮮やかな色彩美。これは石灰岩

の地層に含まれる炭酸カルシウムの働きによるもの

で、湖底から湧き出す地下水を浄化し、水中のチリを

も湖底に沈めてしまうからなのです。湖面に近づけ

ば、そこに棲む生物はもちろん、湖底に横たわる樹木

の細部までくっきりと見ることができるはずです。 

 澄んだ水は、湖沼から渓流や瀑布に流れ出します。

エメラルドグリーンの水が樹木の間を縫って流れる渓

流は圧巻。落差の大きい瀑布は煙のようにしぶきをあ

げ、虹が現われることもしばしば。幻想的な光景を目

の当たりにする感動を味わえます。  

 

平成の大改修後、平等院鳳凰堂 

 

「中国最後の秘境」 

～九寨溝/中国～ 

九寨溝の南にある黄龍も世界遺産 
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