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ニュースレター 

夏 到来！！ 

 ７月に入り猛暑日が続き湿度も高く過

ごしにくいこの時期、みなさま体調を崩

されていないでしょうか。お子さんが夏

休みに入り、お盆休みに夏祭り、イベン

トが多く重なる時期でもあります、適度

な休息や水分補給をとり体調管理をしっ

か り し て 頂 き た い と 思 い ま す。 

 今年は梅雨入りしてからは「カラ梅

雨」と呼ばれるぐらい雨が降らなかった

のですが、局所的に雨が降り全国各地で

甚大な被害がニュースで報道されていま

す。近畿地方も７月１９日に梅雨明けが

発表され、空を見上げれば入道雲、朝起

きると蝉の鳴き声とついに夏本番といっ

たところでしょうか。ただ夏には多くの

危険がつきまとう時期でもあります。 

 まずは雷。日中よく晴れた日の夕方か

ら夜にかけて、先程言った夏の風物詩と

もいえる入道雲が発達し、局地的で一時

的な雨と雷に見舞われることがありま

す。雷が近付いてきたとき、いちばんい

いのは屋内に逃げ込むこと。さらに、雷

は高いところにめがけて落ちてきますの

で、傘・ゴルフクラブ・釣り竿も、さっ

さと片付けて、低い態勢をとるようにし

ましょう。昔は、雷は金属製のものに集

まってくるので、雷が鳴ったら金属製の

ものは体から外すとか離れるようにして

いたと思うのですが、実際雷が金属に集

か、実感しませんか？いくら生物が進化

したとはいえ紫外線には、日焼け以外に

も色々と有害な影響が見つかっています

ので、日焼け対策を怠らないようにしま

しょう。 

 何かと楽しいことが多い夏という季

節、しかし挙げるとキリがないくらいの

危険な面も持ち合わせていることを十分

に理解し夏を楽しんでいきましょう。 

さて、ピースホームでは７月に２週続け

て完成見学会を行いました。開催した４

日間はとても暑く日差しが照りつける

ピースホームの住宅の性能が十二分に発

揮できる好条件となりました。実際お越

しいただいたお客様も玄関を開けて住宅

に足を踏み入れてからの第一声は「涼し

い」という声ばかりでした。今回の住宅

はただ愛涼しいだけではなく家全体がム

ラなく涼しいことによる快適な空間であ

る点、断熱性能を向上させること、冷暖

房を高効率化させることによるエアコン

で使うエネルギーを少なくする点、庇を

出すことによる直接太陽の熱を室内に入

れない点などが集約した住宅でしたので

お客様の満足度は高いものとなりまし

た。完成見学会では伝えきれなかった

方、ご来場頂けなかった方、いつでもモ

デルハウスを公開しておりますので喜楽

にご来場下さいお待ちしております。 
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まってくる性質はないということが証明

されています。したがって、金属製のも

のを身に付けていないから雷は寄ってこ

ないという油断は禁物です。  

 次に海難事故。夏場の、特に太平洋岸

では、たとえフィリピン付近に台風が

あっても、その強い風の影響を受けた

「うねり（土用波）」が、関東辺りまで

届くことがあります。これはとても力の

強い波なので、浜辺では非常に強い引き

波になります。お天気が良く風も穏やか

なのに、あっというまに波打ち際で波に

さらわれてしまう、という事故は、過去

にいくつもありました。海にお出かけの

前には、天気予報で台風の位置などを確

認しておく必要があるるかもしれませ

ん。  

 最後に紫外線。オゾン層が破壊され、

地上では年々紫外線量が増えてきていま

す。紫外線がそれほど恐ろしいかという

と話は進化の過程に遡ります。３５億年

ほど前、光合成をするランソウ類の生物

が海中で誕生し、大気中に酸素が増え、

上空約25㎞付近にオゾン層ができまし

た。それが生物にとって有害な紫外線を

吸収して、地上に紫外線が届かなくなっ

たから、生物は地上に進出してくること

ができたのです。これを聞いただけで

も、いかに紫外線が生物にとって有害
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家づくりワンポイント ＜使いやすいキッチンをつくる-１＞ 
 家電や調理器具、食器類などの収

納物が多いわりには収納スペース

が狭くなりがちなのがキッチンで

す。 

 キッチン収納の基本は使いやす

さ。床から 60?160cm の範囲は出

し入れがしやすいので、普段よく使

うものの収納に適しています。土鍋

などの重いものは床の近くにしま

いましょう。  

 収納の際はカゴやラックを利用

すると、取り出しやすくてお掃除も

楽々です。また、ものによって収納

場所を決めておくと在庫管理がし

やすく、無駄な買い物防止にもなり

ます。  

 また、よく使う場所の近くに収納

するとキッチンの利便性が上がり

ます。調理スペースのキャビネット

には計量器やボウルを、コンロ付近

にはフライパンやスパイス類など

を収納すると調理に便利で調理ス

ピードもアップします。 

 忙しいときでも「ササッ」とお料

理できれば外食の回数も減って、経

済効果も期待できそうです。 

子育てＱ＆Ａ  ～幼稚園がつまらない・・・～ 

 「幼稚園がつまらない」と言われる

と、親としては心配になりますし、切

ないですね。先生の目からは楽しそう

に過ごしているように見えているの

なら、もしかして、子どもなりに周り

に合わせているところがあるのかも

しれませんね。 

 ただ、それが子どもにとって可哀そ

うだとは限りません。私たち大人が、

なんとなく気が合わない人とも話を

合わせておしゃべりするように、子ど

もの世界にも「お付き合い」があるも

のですし、そんな中から思わぬ相手と

仲良くなることもあります。社会性が

育つ一歩を歩み出したと考えてもい

いのではないでしょうか。 

 お母さんの顔を見たとき「つまらな

い」と本音を言えるのは、家庭が子ど

もにとってホッとできる場所だとい

うことではないでしょうか。あまり神

経質にならずに、様子を見守ってあげ

てください。 

幼稚園での様子を尋ねると、決まって「つまらない」という返事が返ってきます。 

先生の話では楽しそうに遊んでいるそうなのですが…。 

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.「ある」に共通する項目は何

でしょう？ 

◆４.「？」に入る熟語はなんだ？ 

お金＋くつ＝遠足 

ＣＤ＋あめ玉＝舞妓 

家＋キャベツ＝剣玉 

ウサギ＋車＝話題 

飛行機＋えんぴつ＝？？ 

◆５.なぞなぞ 

突くものだけど、突き抜けると

無くなってしまうものはなぁん

だ？ 
  

梅雨も終わりに近付き本格的な夏

がやってきます。 

仕事や勉強に忙しく、お休みの日

でも暑さに体力気力が奪われる季

節の前に、頭の体操で思考をリフ

レッシュしてはいかがでしょう

か。 
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今月のお薦めホームページ 

  京都では、日常の家庭料理を「おば

んざい」といいます。それは旬の素

材、手近な材料を手間をかけずに使

い切って作るお惣菜です。その「おば

んざい」の数々のレシピを、素材別に

まとめて紹介しているホームページ

が、「京都のおばんざい」です。 

 京都の家庭料理と言われると、な

んだか敷居が高いような気がする人

もいるかもしれません。しかしサイ

トを覗いてみると馴染みのある献立

がほとんどで、レシピはいたって簡

単に書いてあるので、今夜の晩御飯

にすぐにでも役立ちます。お料理初

心者にとっても、大いに参考になる

のではないでしょうか。 

 「京都のおばんざい」が伝えようと

しているのはレシピだけでなく、食

文化に象徴される、つつましいなが

らも豊かに生活してきた、昔ながら

の京の町屋文化です。ちょっと覗い

てみませんか。 

●京都のおばんざい 

アイデアノート ～7月は果実酒の漬けどき～ 
店先に色とりどりの果物が並ぶこの季節。フレッシュな果物をたっぷり食べるのはもちろ

ん、ホワイトリカーに漬け込んで果実酒を作るのも楽しいですね。飲みごろは、漬けた２

～3カ月後。秋に、夏の思い出と共に果実酒を味わうのもオツなものです。 

●果実酒の基本的な作り方 

 果物をアルコールに漬けると、その

成分が抽出されて溶け込み、飲むと身

体に良いと言われています。 

 今が旬で果実酒に向くのは、梅・あ

んず・さくらんぼ・ブルーベリー・ヤ

マモモ・スモモなど。傷の無い粒のそ

ろったものを選びましょう。水洗いし

たら、一つひとつ水気を拭き取り、き

れいに洗って乾燥させた広口ビンに、

果物と氷砂糖、ホワイトリカーを入れ

て数カ月密封します。 

 できあがったら漬けてあった果物

を引き上げ、キッチンペーパーなどで

こして、使いやすい大きさのビンに詰

め替えるといいでしょう。 

●ホワイトリカーは甲類の焼酎 

 果実酒を作るのに使うのは一般的

に焼酎甲類のホワイトリカーです。無

色無臭に精製しているので、果物の色

や香りが生かされます。保存が効くよ

うに、アルコール度数が高い 35 度の

ものを使います。「果実酒用」と表示さ

れたものを選ぶと間違いないでしょ

う。 

 また「35 度ブランデーベースリ

キュール」を使うと、ブランデーの香

りの一味違う果実酒ができます。果物

の種類や好みで選びましょう。 

 

●果実酒レシピ例 

＝ブルーベリー酒＝ 

 35 度ホワイトリカー 1800ml 

 ブルーベリー      800g 

 氷砂糖         200g 

＝さくらんぼ酒＝ 

 35 度ホワイトリカー 1800ml 

 さくらんぼ      1000g 

 レモン（お好みで）       5 個  

   氷砂糖          200g 

     

 飲みごろは、果物によって違いま

す。風味を生かすには、氷砂糖を控え

めにするといいですよ。長年取り組ん

でいる人は、自然と体の仕組みや栄養

に関する知識が広がっていくと言い

ます。とても奥の深い趣味なのです。 

http://www.kyo-kurashi.com/obanzai/ 



 

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.長靴 2.［熱帯］がつく漢字 3.キュウ(9)リ等の数字が隠れて居る 
４.台本  ５.［矢］ 

 巨大建造物ピラミッドに、奴隷たちは重労働を強い

られていた…そんな話をどこかで聞いたことがあるの

ではないでしょうか。しかし今では、農閑期に行われ

た公共事業だったと考えられているのです。実際に王

を称える当時の落書きも発見されており、人々は王の

ために報酬をもらって働いていたと言われています。 

  近年まで王墓説が信じられてきたのはなぜでしょ

う。紀元前5世紀の歴史家ヘロドトスは著書『歴史』

の中で、クフ王のピラミッドをエジプトの神官が「王

の墓だと言った」と記しました。これはピラミッド完

成からなんと2千

年以上も経った時

代の信憑性のない

話でしたが、何度

も引用されるうち

に、定説となって

しまったのです。 

 さ ら に 820

年、アル・マムー

ンがクフ王のピラ

ミッドに穴を開け内部に侵入し「石棺」があったこと

から、王墓説は決定的なものになりましたが、「王の

間」や「女王の間」、「大回廊」なども後世の人間が

勝手に名付けたもの。「石棺」でさえミイラが入って

いたわけではないのです。王墓説は実に曖昧なもの

だったと言えるでしょう。 

 これはピラミッドの建築法に関しても同じで、重い

石を木製の起重装置で運んだとされていましたが、今

では周辺にスロープを作り、ソリで運んだという説が

有力です。数々の推測が飛び交う中、いまだ多くの謎

に包まれたピラミッド。古代人の叡知とエネルギーの

集大成をぜひ間近で見たいものです。 

 

ギザのピラミッド 

 

「古代人の叡智の結晶」 

～ギザのピラミッド/エジプト～ 

積み上げられた巨大な石 
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