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ニュースレター 

梅雨入り宣言 

 こんにちは、６月７日に近畿地方に

梅雨入りが発表されましたが例年に比

べ雨量が少なく毎日太陽が出ている状

況です。日中は３０℃を超える日も少

なくなく朝晩こそ涼しく感じるものの

過ごしにくい日々が続き体調を崩され

てはないですか？これからが梅雨本番

といったところでしょう、湿度が上が

り寝にくい夜が待ち受けているかと思

うと気持ちが落ちてしまいそうです。

さて、天気予報でよく耳にする『降水確

率』とは何を基準に決めているかご存

じですか。降水確率の定義は、「その予

報区域内のどの地点でも、予報時間内

に１㎜以上の雨または雪の降る確率」

です。つまり、降水量にも降水時間に

も、何ら関係はないものなのです。これ

は、過去に似たような天気図の状態で

あったときに、どれだけの割合で雨が

降ったかによって算出されているもの

です。「１㎜の雨」とはどれくらいのも

 さて、ピースホームでは６月初旬

に完成見学会を行いました。多くの

お客様にご来場頂きまして大盛況の

なか終了いたしました。気温も上

がってくる時期ですので住宅性能の

良さを身をもって体験して頂けたの

ではないでしょうか。さらに加えて

太陽が出ていたおかげでしっかりと

日射遮蔽されている設計力も見せる

ことができ、新規のお客様はなるほ

どと感心し、打合せ中のお客様には

ピースホームを選んで良かったと

思って頂けたことと思います。きた

る７月には２週続けて完成見学会を

行います。暑くなりもっとじめじめ

することが予想されます。玄関開け

てまず涼しいと気づき、家中を回る

ことで家中が快適な空間だと分か

り、ピースホームの住宅の性能の良

さを体感できるでしょう。皆様のご

来場心よりお待ちしております。  
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のでしょう？実生活に置き換えるなら

ばこれは、一升瓶 一本分、つまり、お

よそ1.8 ℓだといわれています。また天

気予報では「１時間に 15 ～ 30 ㎜の

雨」を「強い雨」といい、河川が氾濫す

るおそれがあり、大雨注意報を出す目

安になります。「１時間に 30 ～ 50 ㎜

の雨」だと「激しい雨」でがけ崩れの危

険性が高まり、大雨警報の目安になり

ます。「１時間に 50 ～ 80 ㎜の雨」は

「非常に激しい雨」、さらに「１時間に

80 ㎜以上」を「猛烈な雨」といい、記

録的短時間大雨情報が出されます。空

梅雨で喜ばしいことではありますが、

干ばつになることもあるので梅雨時期

だけでなく一年をとおして、地球のた

めに、ひいては私たちが生きていくた

めに、雨は不可欠なものです。梅雨は四

季のもの、日本特有のもの、雨をうっと

うしがらずに受け入れる気持ちも大切

なのかも知れませんね。 
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家づくりワンポイント ＜ベランダを有効活用する＞ 
 「家のベランダ」といえば、それほ

ど広いスペースがなく、部屋よりも

一段下がっているのが一般的です。 

 べランダとしてだけ考えるとス

ペース的に活用範囲が限定されがち

ですが、「部屋続きのスペース」とし

て利用すれば使い道がぐっと広がり

ます。 そこで、ホームセンターや通

販などで売られている「置くだけの

床材」を活用して、部屋とベランダの

段差をなくしてみましょう。 両者

の床面がフラットになって一体感が

生まれ、部屋が広く感じられます。床

材の素材や色を家具と揃えるのがポ

イントですよ。 ベランダにオシャ

レな耐水素材の収納 BOX などを置

き、ベランダで寛ぐときの小物をし

まっておくとベランダライフが充実

しそう。 テーブルとイスを出して

キャンドルを灯せば、いつもと違う

ディナーも楽しめます。 ベランダ

もお部屋の一部という発想で有効活

用してくださいね。 

子育てＱ＆Ａ ～子どもの言葉づかい～ 

 子どもは集団生活で様々な友だち

と触れ合う中で、色々な言葉を覚え

ます。新しい言葉を知ったら、使って

みたくなるものですし、それに対す

る相手の反応を見ようとするのも子

どもの特性です。 

 大まかに分けて子どもの悪い言葉

には、「ウンチ」「オナラ」などという

品の無い言葉と、「バカ」というよう

な相手を傷つける言葉があります。

「ウンチ」を面白がって連発するの

は一時期のことですが、問題なのは

他人を傷つける言葉です。 

 「バカ」「ウザイ」「キモイ」など、

人の人格そのものを否定するような

言葉を子どもが言った時は、見て見

ぬ振りをしてはいけません。「あなた

がそんな事を言うとお母さんは悲し

い」とはっきりと伝えることが大切

です。自分の言葉が相手を傷つける

ことがあると知るのは、コミュニ

ケーションの大切な一歩です。 

幼稚園で覚えてくるのか、汚い言葉、悪い言葉をつかうようになりました。 

一時的なこと、という人もいますが気になります。 

ピースの縁側 ～頭の体操～                  

 

◆1.組み合わせて出来る文字は？ 

◆2.「ある」に共通する項目はなん

でしょう？ 

◆3.文章クイズ 
荷車を引いている人に「後ろで押

しているのはあなたの息子さんで

すか？」と尋ねると「そうだ！」

と答えたが、後ろへ回ってその息

子に「前で引いているのはキミの

お父さんだね」と言うと「とんで

もない！」と言われてしまった。

さて、この二人の関係は？ 

 

◆4.文章クイズ 
初対面の二人が自己紹介をしてい

ます。 

A「私はア行のアです」 

B「僕はカ行のクです」 

 さて、二人の名前は何と言うで

しょう？ 

 

今月はいつもと趣向を変えて頭の

体操クイズをいくつか提示してみ

ました。みなさんは全て自力で解

けましたか？解凍は最終ページに

載っていますので、答え合わせを

してみて下さい。 

 



Page 3 
元気が出る家づくり 

今月のお薦めホームページ 

  子どもの頃、授業中にメモ紙に書い

た手紙を折り畳んで、こっそり友達に

回してもらったことはありません

か？すっかり忘れていたあの親密感

を、もう一度味わえるかもしれないの

が、「折り紙メール」というサイトで

す。 

 無料で利用できるグリーティング

カードのインターネットサービスで、

サイト上で折り紙に手紙を書きます。

マウスを使ってそれを折り畳み、送り

たい相手のアドレスを記入すると、先

方にそれを知らせるメールが届きま

す。メールに書かれた URL をクリッ

クすると、折り畳まれた折り紙が現

れ、それを開いて中に書かれたメッ

セージを読む…というしくみです。電

子メールを使うのに、とってもアナロ

グな雰囲気。なんとなく、メッセージ

に気持ちを込めやすい気がしません

か？季節に応じて、折り紙の柄が変わ

るのも楽しいですね。 

●折り紙メール 

アイデアノート ～薬の使用期限～ 

常備薬として買っておいた薬の箱を見たら、使用期限が切れていた！そんな時どうし

ますか？豆腐や牛乳の賞味期限なら、１～２日過ぎても臭くなければ大丈夫、という

人もいるでしょうが、 

●厳密な試験で決められる使用期限 

 新薬を販売するに当たって、厚生労

働省から製造輸入許可を得るために

は、数多くの試験をクリアする必要が

あります。その試験の一つに「製剤の

安定性」という項目があり、実際に薬

を 1 年～ 3 年間放置して、どのくらい

の期間品質が変わらないかという実

験をします。 

 使用期限は「理論上」や「計算上」

ではなく、実験結果をもとに決められ

たものです。期限の過ぎた薬は決して

使ってはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●期限切れの薬は毒物？！ 

 使用期限が切れたということは、単

に薬の効きめが薄くなったとか、効か

なくなったというだけではありませ

ん。中には時とともに成分が変化し

て、かえって毒になる薬も少なくあり

ません。 

 また使用期限内であっても、保管の

仕方が悪ければ成分が変化する場合

があります。色が変わっているもの、

表面がざらついたり、ひび割れた錠

剤、油が浮いた軟膏、乾いてしまった

湿布薬など、一見して様子がおかしい

ものは、使用しないようにしましょ

う。 

 

●保管方法は薬によって違う 

 よく注意書に「冷暗所に保管」とあ

りますが、必ずしも冷蔵庫が良いと言

う訳ではありません。一般に冷暗所と

は、直射日光が当たらず湿度の低い、

15℃～ 25℃の場所を指します。冷蔵

庫に入れると、使用するたびに庫外と

の温度差で結露が起きて、薬の品質に

影響する場合もあるので注意が必要

です。 

 また医師に処方された薬は、3 日分

として出されたらなら 3 日で使い切

るようにしましょう。その人のその時

の症状に合わせて出された薬を、たと

え余ったからといって後で使うと、思

わぬトラブルの原因となりかねませ

ん。 

https://origami-mail.jp/ 



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！ 

1.観光 2.白・赤・桃の“色”が隠れている 3.母親と息子 

4.「ア行のア」→「い」の上=井上・「カ行のク」→「き」の下=木下 

 オーストラリアのシンボル的存在として親しまれて

いるのが、巨岩エアーズロック。何もない砂漠に、ポ

ツンと佇む姿がただでさえ印象に残るエアーズロック

ですが、実際に間近で見る迫力は想像以上。その雄大

さに圧倒されてしまうに違いありません。 

世界最大を誇るこの一枚岩は、高さなんと約350m、

全長約3,400m。しかも地質学者の推測によると、地

上に突き出ている部分は、約6億年前に地下で形成さ

れた巨大な砂岩の、ほんの1割にすぎないとか。人間

では決してかなわない、大自然の偉大な力を感じずに

はいられないでしょう。 

そんな迫力満

点のエアーズ

ロ ッ ク が、神

秘的な表情を

見せてくれる

のが朝焼けと

夕 焼 け の 時

間。朝 日 を 浴

び た 岩 肌 は、

光 の 加 減 で

徐々にオレンジから燃え立つような赤へと変化し、夕

暮れ時はオレンジがだんだんと濃くなり、深紅、紫、

そして青へと変幻自在に色彩を変えていくのです。豪

快な巨岩が繊細な表情を見せる特別なひととき。 

またエアーズロックへの登頂にもぜひ挑戦してみたい

もの。約1時間の道のりをご自身の足で登りつめれば

感慨もひとしおです。山頂で出迎えてくれるのは、い

まだかつて見たこともない雄大な眺望。遮るものは何

もなく360度どこを見ても地平線が広がり、大自然の

宝庫、オーストラリア大陸の魅力を実感できるに違い

ありません。一生に一度は訪れたいのものです。 

 

エアーズロック 

 

「孤島の“赤い”巨塔」 

～エアーズロック/オーストラリア～ 

屋上広場にある方位盤 
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