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｢紅葉｣、素敵です。 

 みなさんこんにちは、朝晩は一気に寒く

なり、昼間は暑くなる季節、さらには度重な

る台風の影響を受ける時期、どのように過

ごされていますか。 

 「芸術の秋」「読書の秋」…みなさんにとっ

ての秋は「何の秋」ですか。と、問いかける

ばかりで自分は秋を楽しんでいるのだろう

かと考えてみました。先月号にも書きまし

たが私自身、四季を感じぬ生活を送ってい

ます。これではいけないと思い、秋＝紅葉と

いう安直な考えの基、去年の話になります

が養父神社に紅葉を見に行ったことを思い

出しました。時期的にはシーズンは過ぎて

しまった１１月中旬に行き、案の定、木々に

赤く染まった葉は１割ほどしか残っていま

せんでした。しかし、モミジが落葉し、道、

川一面を赤く染める景色は圧巻でした。四

季を感じることをこれからは継続的にして

いこうと誓った 2016 年・秋から早いもの

で一年が過ぎようとしています。秋以外で

四季を感じれるコト、モノに触れることが

できただろうか、答えは論ずるに値しませ

ん。四季がある日本に生まれ、育っているの

でみなさんには存分にこの秋を感じていた

 「紅葉」する樹ではクロロフィルの再生

産停止と同じ頃，葉の根元と枝の間に「離

層」と呼ばれるコルク状の物質が形成さ

れ，葉と枝の間の物質の交換を妨げるよう

になってきます。葉で作られたブドウ糖

が，枝に流れず葉に蓄積されるようになる

のです。ここに日光，特にその中でも紫外

線が当たることでブドウ糖が分解され，そ

れまで存在しなかった新たな色素，赤色の

「アントシアン」がつくられます。色素や

成分の話をしてしまうと幻想的な紅葉が

半減してしまうかもしれませんが、見るだ

けで秋を感じられる「紅葉」、素敵です。 

 さて、ピースホームでは今月も台風に負

けず現場は動いています。お引き渡しさせ

て頂いた施主様にも快適、光熱費が安く

なったなど、満足していただいている声を

多く聞きます。新築は安い買い物ではあり

ません、慎重になる気持ちも分かります。

そんなお客様の少しでも力になれるよう

努めてまいります。最近は完成見学会等、

みなさまにご案内できていませんが、山東

町にモデルハウスがありますのでご来場

いただき、何でもご相談ください。 
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だきたい。そこで紅葉について少し書かせ

ていただきます。 

 １０月になると早いところではもう紅葉

の季節を迎えます。気象台や測候所では、イ

ロハカエデを基準にし、紅葉を観測してい

ます。そもそもなぜ「紅葉」した葉は赤に見

えるのでしょうか。葉緑体にはクロロフィ

ルと呼ばれる、光合成色素が含まれていま

す。光合成の効率は，十分な光が与えられて

いる時には温度が 25 度程度で最も良く，

また温度が低い場合には光合成効率は悪く

なります。秋になり，気温が低く，また日照

時間が短くなると，温度も光も不十分なた

め光合成の効率は下がります。葉はそれ自

体も養分を消費しているため，葉が生産す

る養分が消費する養分より少ない場合に葉

を残すことは植物の生存にとって不利にな

ります。そこで落葉樹では秋になると，落葉

の準備が始められます。通常クロロフィル

は常に分解・再生産されることを繰り返し

ていますが，再生産が抑制され，分解だけが

行なわれるようになります。その結果，緑色

が薄くなり，葉に含まれる他の色素の色が

見えるようになります。 
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家づくりワンポイント ＜カーポート作りは計画的に＞ 
 カースペースは、車を駐車す

る際や乗り降りするときに不都

合がないか、慎重に計画を立て

たいものです。 

 カースペースに設置する屋根

を、カーポートといいます。１

台用から３?４台用と大きさは

色々あり、デザインも「片流れ

タイプ」「両側支持タイプ」な

ど色々なバリエーションがあり

ます。車の大きさや台数を考え

て、ピッタリくるものを選びま

しょう。 

 スペースに余裕があれば、少

し大きめのカーポートを取り付

けておくと便利です。自転車や

バイクをとめることもできます

し、年配者や小さな子どもが車

から玄関までの間で雨に濡れる

心配をしなくてもいいですね。

将来、車の台数が増えることも

あるでしょう。 

 後で増設するのは、手間とお

金がかかります。せっかく作る

なら先を見据えて、後悔しない

物を選びたいですね。 

子育てＱ＆Ａ ～児童相談所全国共通ダイヤル～ 

ピースの縁側 ～頭の体操～                  

 

◆1.いつも何かにチャレンジし

ている国はどこでしょう 

 

◆2.次のアルファベットと数字

は何かを表しています。○に入

る数字は何でしょう？ 

Ｔ＝１ 、 Ｄ＝１ 、 Ｆ＝２ 、 

Ｋ＝○ 
 

◆３.定規君、消しゴム君、ハサ

ミ君、この中で一番お金を貯め

ているのはだれ？ 

◆４.あるに共通するのは？ 

◆５.私は誰でしょう？ 
① わたしはとっても良いにお

いがします。 

②秋になると、みんながわたし

をとりに山に来ます。 
 

③ そのまま焼いたりご飯に入

れたりするととても美味しい

よ。 
  
☆今月がいつもと違った趣向のク

イズを提供してみました。 

秋の夜長と言いますが、夕暮れの

訪れが大分早くなってきました。

それに伴って気温もぐっと下がっ

て肌寒い日もあります。そんな時

は、暖かくした部屋の中で、クイ

ズでもしながら頭の体操でもいか

がですか？☆ 

児童虐待を防ぐために、全国共通の相談窓口があるそうですが 

どのようなものなのでしょうか。 

 毎日のように、子どもに関す

る胸の痛むニュースが報道さ

れています。周りの人たちが虐待に気付

いていた場合もあるようですが、「もし間

違いだったら」という不安と、窓口の電話

番号を調べるひと手間が、通報につなが

りにくい理由だといわれています。 

 また、我が子を虐待してしまう親自身

も、実はとても辛い思いを抱えているこ

とが多いものです。相談相手がいれば、そ

れを乗り越えられるかもしれません。 

 そこで、昨年 10 月に「児童相談所全国

共通ダイヤル」が開設されました。全国ど

こからでも一つの電話番号で、地元の児

童相談所（児相）に電話がつながるという

サービスです。取り返しのつかない事態

を招く前に、気になることがあれば、まず

は相談してみませんか。 

 

児童相談所全国共通ダイヤル 

 0570-064-000（フリーダイヤルではありません） 
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今月のお薦めホームページ 

アイデアノート ～家電品の寿命～ 

●修理より買い換え？ 

 次々と新しい技術が開発されて

いる今の時代、家電品は同じものを

長く使うよりも、定期的に買い換え

ることを薦められることが少なく

ありません。例えばエアコンなら、

５年前のものよりも最新式のもの

の方が、心地よく空調ができて電気

代もかからないそうです。 

 そのほかの家電品も、修理するよ

りもより性能のよいものに買い換

えることを前提に作られているの

で、修理しようとするとかえって時

間と費用がかかってしまうことも

あります。 

 

●そろそろ…の時期を知っておこう 

 ある日突然、家電品が動かなく

なって困ってしまうことがありま

すが、よく気を付けていると、次の

ような壊れる前の予兆があります。 

 

【エアコン】 

どんなにフィルターの掃除をして

も、冷えが悪くなったと感じる。 

【冷蔵庫】 

氷がなかなかできない、など、冷凍

機能が衰える。 

【掃除機】 

本体が異常に熱くなる、モーターか

ら変な音がする。 

【洗濯機】 

洗濯中に変な音がする、脱水がしっ

かりできない。 

●長くて 10 年、短いと 5 年 

 現在売られている家電品の寿命

は、長く持っても 10 年だといわれ

ています。今や一家に一台と言われ

ているパソコンは、5 年で買い換え

ると考えて作られているとか。 

 日々、目を見張るような新しい機

能が満載の家電品が発売されてい

ます。しかしせっかく付いている便

利な機能も、使いこなさないうちに

寿命がきたのでは宝の持ち腐れに

なってしまいます。家電品を新調す

る際は、その機能が本当に必要なの

かも考えて購入したいですね。 

昔は、家電品が壊れた時には修理を重ねて使いました。25年も動いている冷蔵庫な

んて話も、よく聞いたものです。しかし、今は買い換えることを念頭に置いて、あまり

頑丈な作りの家電品は売られていないのだとか。ある日突然壊れたら、困りますよね。 

 音楽にもいろいろありますが、疲れた

時は気持ちがゆったりとなる歌が聴き

たくなりませんか？ 

 「もっとボーカル」は、名曲といわれ

るボーカル曲を集めたサイトです。トッ

プページを開けると、曲名と歌っている

アーティスト名がずらりと並び、それぞ

れクリックすると歌詞とその歌にまつ

わる豆知識が書かれています。 

 サイト管理人の個人的趣味で選曲さ

れていて、全般的に昭和の懐かしい歌が

多いようですが、ジャンルはジャズ、

ポップス、演歌までこだわりはありませ

ん。試聴できたり、YouTube へのリン

クがあったりして、実際にその歌を聴け

る工夫がされています。あなたの思い出

の曲を発見するかもしれませんよ。 

 トップページを開けると、ジャズ歌手

ヘレン＝メリルの歌がいきなり流れ始

めます。お気を付けください。 

●もっとボーカル http://upopvocal.music.coocan.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.朝鮮 2. Ｔ(都)＝１・Ｄ(道)＝１・Ｆ(府)＝２・Ｋ(県)＝【43】 

3.はさみ君。ちょっきん（貯金）出来るから ４. 真ん中に『じ』が入る

と言葉になる。網→あじみ･蔵→くじら･公園→こうじえん ５.まつたけ 

 ペルーの首都リマから南へ400km、アンデス

山脈と太平洋にはさまれた砂漠地帯に刻まれた巨

大な地上絵。紀元前200年～紀元後800年のナ

スカ文化の時代に描かれたとされる絵は、幾何学

模様あり、動植物をかたどった具象図形あり、と

さまざま。大きさも数十mから数十kmに及ぶも

のまで、700を超す数の地上絵が確認されていま

す。いったい誰が何のためにどうやって描いたの

か？ 多くの謎がいまだ解明されぬまま残されて

います。それが人々の好奇心をかきたてるのか、

南米でも1、2

を争うほどの人

気観光スポット

となっていま

す。 

ナスカの地上絵

をめぐっては、

その目的として

「天文観測説」

「宇宙船発着場説」「雨乞い説」「宇宙人落書き

説」など多くの仮説が唱えられていますが、どれ

も決め手に欠けることは否めません。また、作成

方法についても、成層圏からも識別不可能な超大

作などは拡大図法をもってしても難しく、やはり

疑問が残ります。さらに、何千年もの間、浸食さ

れずに残っていた理由は？ 極端に少ない降水量

と地形が影響していると言われています。です

が、世界的異常気象のせいで保存状態が年々危う

くなっているともいわれています。  

 

ナスカの地上絵 

「見る者を圧倒する壮大な地上絵」 

～ナスカの地上絵/ペルー～ 

 

観測塔「ミラドール」 
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