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残暑お見舞い申し上げます 

ニュースレター 

 こんにちは、盆休みを過ぎたあたり

から最低気温が下がりつつあり、天気

予報で２０℃を下回る表示を目にする

日が増えましたが、最高気温はまだ３

０℃を平気で超えています。お盆休み

の疲れと重なり体調を崩されていませ

んでしょうか。 

 夏の風物詩といえばまず何を思い浮

かべますか。海、花火、祭り、甲子園、

夏休みなど人によって様々な答えが

返ってくることでしょう。毎年、お盆の

時期になると帰省ラッシュが始まりみ

なさんも実家に帰られた方が大半かと

思います。お盆は全国各地で先祖の霊

を迎え入れ、また送り出すための盆踊

りや祭りが開催される時期ですので、

お盆といえば夏の風物詩といえるかも

しれません。この夏の風物詩ともいえ

るお盆ですが、地域によって時期が異

なることをご存じでしょうか。 

全国的にみると8月に行われる旧盆が

築の過半数でゼロエネ住宅（ZEH）達

成と掲げた２０２０年まであと３年

を切りました。最近になり ZEH と聞

くようになりましたが、ピースホー

ムは３年前の平成２６年から取り組

み、光熱費のデータを蓄積・データ化

する事でお客様に ZEH の良さ、快適

性を分かりやすく伝える事ができ、

昨年度では６７％ZEH 達成しまし

た。ただ、国の施策により断熱性を上

げた住宅を推し進められているた

め、断熱強化型を現在模索している

最中です。この３年前から取り組ん

でいるノウハウを活かしお客様に

もっと分かりやすく、快適に過ごし

て頂けるような住宅を目指して進ん

でいきます。まだまだ定着されてい

ない ZEH という言葉ですが、一度モ

デルハウスにご来場下さい。きっと

ZEH を学べてメリットも理解して頂

けると思います。お待ちしてます。 

発行日 平成29年8月15日 

主流ですが、東京を中心とする新盆の

地域では 7 月 15 日を中心とし、7 月

中に花火大会や縁日など、さまざまな

祭りが開催されます。新盆の地域では

7 月がお盆時期のため、七夕祭とお盆

の行事が一緒に行われることもあるよ

うです。一方、旧盆の地域、特に京都の

お盆行事が有名です。お盆最終日であ

る 8 月 16 日に行われる京都の「五山

の送り火（大文字焼き）」は、あまりに

も有名ですね。家庭によっては墓参り

だけで済ませるもあるかもしれません

が、お盆休みを利用して旅行に出かけ

お盆の行事や風習の違いを楽しんでみ

てはいかがでしょうか、いつもとは

違ったお盆休みを過ごせるかもしれま

せん。 

 さて、ピースホームではこの暑さの

中でも現場は動き続けています。この

先台風の季節となりますので養生には

徹底していきたいと思います。国が新



Page 2                               元気が出る家づくり 

家づくりワンポイント ＜使いやすいキッチンをつくる－２＞ 
 料理レシピを紹介するホーム

ページが充実したせいで、お料理の

前にインターネットでレシピを検

索する人も増えてきました。よくパ

ソコンを使うのであれば、キッチン

にパソコンを収納するスペースを

設けてみてはいかがでしょう。 

 

キッチンにパソコンがあれば、ネッ

ト検索した料理のレシピをわざわ

ざプリントアウトしたり、手順を確

認するためにキッチンとパソコン

のある部屋を往復したりすること

もなくなります。 

また、家事をしながらドラマや映画

を観たり、パソコンで家計簿をつけ

たり、家事の合間にネットサーフィ

ンを楽しんだりもでき、キッチンに

パソコンのある生活は何かと便利

が多そうです。 

 

さらにちょっとした本棚も用意す

れば、料理本や学校からのお手紙な

ども収納できてキッチンの利便性

が増すでしょう。 

子育てＱ＆Ａ ～親の話に返事をしない～ 

 子話しかけても子どもが返事をし

ない時は、何か理由があると思ってい

いでしょう。もしかしたら、お母さん

が無理に子どもをコントロールしよ

うとしていませんか？ 

 親は、無意識の内に子どもに自分の

意見を押し付けてしまうことがあり

ます。しかしどんなに幼くても、子ど

もには自分の考えや気持ちがありま

す。まだ言葉をうまく使いこなせない

分、それをちゃんと伝えられないの

で、黙り込むことしかできないのかも

しれません。例えば、「幼稚園で何をし

た？」というお母さんの質問も、「ちゃ

んと先生の言うことを聴いてる？」と

続けると、子どもは「どうせお小言だ」

と黙り込んでしまいます。 

 もちろん、返事をしないのはよくあ

りません。それを注意するのと同時

に、親の方もちょっと子どもの目線に

なってみるいい機会かもしれません

ね。 

最近、こちらから話しかけても返事をせず、無視することがあります。 

そんな態度では友達ができないのではと心配です。 

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.□に入る文字は何でしょう？ 

 

◆４.「？」にひらがな２文字は？ 

＋→た 

－→ひ 

＝→め 

ル＝○○ 
 

◆５.なぞなぞ 

一日に２回あるのに、一年に一

回しかないものってなんでしょ

う？ 

 
暑さ厳しい中、頭の中身も沸騰し

そうな毎日をお過ごしだと思いま

す。 

今回は、そんな脳みそをリフレッ

シュ出来るような簡単クイズをご

用意してみました。 

熱中症に気を付けて、夏を乗り切

りましょう☆ 
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今月のお薦めホームページ 

  インターネットを使った、新しい

コミュニケーションが話題になって

います。Twitter（ツイッター）は、

いわば簡易ブログ。パソコンや携帯を

使って、１回につき 140 文字以内で

情報を発信します。それがモニターに

映ると、まるでボソッとつぶやいてい

る（ツイートしている）ように見える

ことから、この名前が付いたのだと

か。 

 つぶやく内容は人それぞれ。会社や

店のＰＲに使う人もあれば、仲間内で

のおしゃべりに利用したり、「今夜の

晩御飯は何にしよう」などという独り

言をつぶやく人もいます。気に入った

人を「フォローする」と、相手のつぶ

やいたことをリアルタイムで閲覧で

きます。フォローは登録も解除もボタ

ン一つでできるという気軽さで、利用

者がどんどん増えているのだとか。ビ

ジネスチャンスを狙っている人も多

いそうですよ。 

●Ｔｗｉｔｔｅｒ （ツイッター） 

アイデアノート ～見直される蚊帳の便利さ～ 
蚊帳（かや）と聞いても、それがどんなものかすぐに思いつかない人もいるかもしれませ

ん。昭和30年代ごろまで、夏は蚊をさけるために部屋に蚊帳を吊り、その中に寝具を敷

いて寝ていたものです。最近、その蚊帳が再び見直されているのだとか。 

●蚊を防ぐだけではない優れもの 

 夏の夜、耳元で鳴るプ～ンという羽

音で目を覚ますことほど、不快なこと

は無いかもしれません。しかし電気蚊

取り器などが普及して、昔ほどそれが

気にならなくなったのは確かです。 

 それでも蚊帳が見直されているの

は、蚊を防ぐ以外の使い方に注目する

人が増えてきたからです。 

 

●冷えすぎ予防やプチ個室に 

 今は、いくら暑いからと言っても、

安全面を考えるとなかなか夜に窓を

開けて寝るわけにはいきません。その

ため、一晩中エアコンや扇風機をつ

けっぱなしというご家庭も多いよう

です。蚊帳の中で寝ると、冷房の風が

やわらかくなり、冷えすぎによる体調

不良を防ぎます。 

 また蚊帳の中に入ると、適度に外界

と切り離された感覚を味わえるとい

う人も少なくないようです。住宅事情

のせいで個室を持てないお父さんの、

ささやかなプライベート空間にいか

がですか？ 

 

●蚊帳の役目はまだまだ健在！ 

 もちろん、虫刺されを防ぐという蚊

帳本来の役目も果たしています。刺さ

れたらひどく腫れて痛むムカデ被害

の防止にも、蚊帳は一役買っていま

す。床まですっぽり包み込む、ムカデ

防止用の蚊帳もあるのだとか。 

 また、殺虫剤の人への影響を考える

と、やはり電気蚊取り器で薬をたくよ

り蚊帳が良いという根強い人気があ

ります。 

 さらに、海外には今も蚊を媒体とし

たマラリヤで命を落とす人が後を絶

たない国があります。そこでは蚊帳は

命綱と言えるでしょう。 

 店頭ではあまり見かけなくなった

蚊帳ですが、ネットショップで手軽に

購入できますよ。 

http://twitter.com/ 



 

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.収穫 2.［ファン］がつく言葉 3.月 ４.左の文字に「くにがま

え」を加えて出来た漢字の訓読み ５.問題の言葉をひらがなにすると

→「いちにち」「いちねん」→「ち」の数が答でした 

 

 ４つの国立公園を有するニュージーランド最大の自然

保護区テ・ワヒポウナム。世界遺産の中でも有数の広さ

を誇る敷地は、なんと約28,000km² 。およそ東京都12

個分。その広大な土地には、氷河、山脈、フィヨルドな

ど変化に富んだ地形や、原始的な植物など、あらゆる自

然が凝縮。“地球の箱庭”と称されるほどです。キー

ウィなど飛べない鳥をはじめ、珍しい動物の生息地とし

ても知られています。 

 この雄大な自然が広がる一帯を南北に走るのが、南半

球のアルプス、いわゆるサザン・アルプスです。

3,000m以上の山が14、さらに2,000mを超える山が

なんと140以上あり、その迫力はスイス・アルプスにも

匹敵するほど。 

その中でもひとき

わ空高くそびえる

のが、山脈の主峰

マウントクックで

す。標高約3,754

ｍのこの山を

ニュージーランド

の先住民、マオリ

族の人々は“雲を

貫く山”と呼んできました。厳かな雰囲気に包まれた山

頂、氷河を抱き輝く峰。美しい姿は、いつまで見ていて

も飽きることはないでしょう。 

一方、雪と氷河そして岩からなる荘厳な山岳部からは一

変。豊かな大自然が美しい山麓では、300種類を超える

高山植物が、美しい姿を競いながら、登山客を迎えてく

れます。周囲の絶景を楽しみながら、咲き乱れる花々を

観察できるハイキングは、マウントクックならではの醍

醐味。雄大な風景と可憐な高山植物が楽しめるマウント

クック国立公園。自然の美しさを心ゆくまで楽しむこと

ができそうです。 

 

刻々と表情を変えるマウントクック 

「雲を貫く白銀の主峰」 
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