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ニュースレター 

冬支度と七五三 

 みなさんこんにちは、朝晩とグッと冷え

込み、日中暖かく感じる日や寒く感じる日

があるように一日毎に最高、最低気温が変

化し気温差が激しい季節となりました。身

体を壊しやすく気温に対応しづらい時期で

すので十分に気をつけていただきたいで

す。去年の大雪のように今年も雪が多いの

かなと心配したり、新年に向けての準備を

しだしたり、地区の秋祭りがあったりと何

かと忙しくなる１１月。どのように過ごさ

れているでしょうか。行事の一つに１５日

の『七五三』があります。子供が３歳・５歳・

７歳まで無事に成長したことを感謝し、こ

れからも無事に成長することを、近所の神

社で氏神にお願いする行事が七五三です。

江戸時代より少し以前の日本では、乳幼児

は髪を剃ることになっていました。そして

３歳になると髪を伸ばすことを許されるよ

うになり「髪置き」という儀式が行われるよ

うになったのです。これが３歳を祝う由来。

平安時代の頃から続いている儀式「袴着」

は、５歳になった子供が生まれて初めて袴

を着用する行事でした。これが５歳を祝う

由来ですが、武家社会になってからは男児

となりました。ちなみに１１月１５日に行

われるようになったのは、江戸時代、幼少

の頃身体の弱かった五代目将軍徳川綱吉

のために行われた「袴着」の儀式が１１月

１５日だったからだという説や、中国の月

暦で一番良い日が１１月１５日、と諸説あ

るようです。 

 さて、ピースホームでは寒さにも負けず

今日も現場は動いています。年明けの話と

なりますが、１月７日８日に朝来市新井に

て完成見学会を開催します。１月の寒い時

期ということもありピースホーム自慢の

高断熱住宅の力を十分に発揮し不快に感

じない暖かさを実感して頂けるのではな

いでしょうか。また国が推し進めるゼロエ

ネ住宅でもあります。ただ太陽光パネルを

載せたらいいというものではありません、

ゼロエネ住宅に対して疑問をお持ちの方

は是非、ご来場下さい。前述ででました七

五三を迎えるお子さんがいてそろそろ部

屋がほしいなと漠然としたイメージだけ

もっていらっしゃる方も気軽にご来場い

ただき、ご相談下さい。心よりお待ちして

おります。 
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のみの行事となったため、七五三では男の

子のみ５歳を祝うことになっています。そ

して７歳になった女児のお祝いとして行わ

れていた「帯解」という、生まれて初めて帯

を結ぶ儀式が女の子のみ７歳を祝う由来と

なっているのです。医学が発達していな

かった昔は、乳幼児の死亡率が非常に高く、

３歳・５歳・７歳を節目の年として、ここま

で守ってくれてありがとうという感謝の意

味を込めて、七五三が行われるようになっ

たと言われています。なぜこの話をするか

というのも、私の甥っ子が５歳を迎え、七五

三で神社にお参りに行くということで参加

してきたからです。私自身５歳の時にも七

五三で神社に行ったであろう写真は残って

いますが何の記憶もなく、甥っ子も同様成

長した際、果たして覚えているのか甚だ疑

問ではありましたが、カラフルな袴を身に

まとい、小さい刀を腰に差す姿に甥っ子の

成長を感じました。さらに加えて両親より

もその親にあたる世代の方が必死になって

いたことにビックリしました。孫の晴れ姿

を見るのはいいものなんでしょうか、誰の

ための七五三なのか、とても不思議な経験
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家づくりワンポイント ＜我が家と隣家の位置関係＞ 
 我が家の間取りを考えるのは楽

しいですね。玄関を入ったら右手

にリビングで…などと夢はふくら

みます。 

 忘れてならないのは、隣の家と

の位置関係です。新居のリビング

の窓は、隣のキッチンの換気口に

面していませんか？ 

 夕方になると窓から隣の晩ご飯

を作るにおいと熱気が流れ込むよ

うでは、せっかくのリビングが憩

いの場とはいえなくなってしまい

ます。逆に、我が家の換気口がお

隣に迷惑をかけてはいないでしょ

うか。家を建てる前に、お互いの

家の排気口・換気口の位置を再度

確 認 し ま し ょ う。 

 ２軒の壁の間は、民法では50セ

ンチ以上と決まっています。しか

し法律には従っていても、近すぎ

ると感じることもあるでしょう。

そんな場合は入居前に目隠し のラ

ティスやルーバーを建てておきま

しょう。せっかくお隣同士になっ

たのですから、末永く仲良く暮ら

せる工夫が大切ですね。 

子育てＱ＆Ａ ～「今が幸せ」と言われても～ 

ピースの縁側 ～頭の体操～                  

 

◆1.お酒は、２０歳から飲めます。 
タバコは２０歳から吸えます。 
選挙権は、２０歳から投票できま

す。 
自動車は、何歳から乗れますか。 

 
◆2. 

 

◆３.くだらない問題だけどまぁ聞い

てくれ。 今、エレベーターが3階に

とまっている。このあとエレベー

ターは上に行く？下に行く？ 

 

◆4.？に入るのは？答は２つある

よ 

 

◆５. 

【5+5+5+5=555】 

この数式に線を一本足して正し

い数式にしましょう。こちらも

答は２つあります。 

 
 ☆今回は、もの凄く簡単な駄洒落

クイズを入れてみました。 

寒さで凝り固まった頭のリフレッ

シュになりましたか？ 

我が家ではカメムシ大発生でてん

やわんやですが、良い駆除方法が

あればぜひ教えて下さい☆ 

3歳と1歳の子どもがいます。子育てを卒業したお母さんたちから「今が幸せよ」

と言われますが、とてもそうは思えません。 

 小さな子どもさんを育てな

がら、毎日悪戦苦闘されている

のでしょうね。「その時期が幸せ」という

のは、確かに過ぎ去った後だから言える

ことかもしれません。「とてもそうは思え

ない」という自分の気持ちを、素直に見つ

めるのも大切なことだと思います。 

 子育てをしていると、何もかも全て自

分の責任だと思ってしまうことがありま

す。でも、そんな気持ちを抱えているとき

は要注意。誰かに話を聴いてもらった方

がいいかもしれません。子育てサークル

などに顔を出してもいいでしょう。 

 また、子どもと少し離れる時間も大切

です。保育園の一時保育やファミリーサ

ポートセンターは、親の仕事だけでなく、

リフレッシュのために利用できます。世

の中には、手助けしたいと思っている人

がたくさんいます。力を借りれば、そこに

人とのつながりが生まれますよ。 
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今月のお薦めホームページ 

アイデアノート ～好感度アップの携帯メール～ 

 スーパーの中をぐるぐると何周して

も、今晩の献立が決まらないことがあり

ますね。出掛ける前に「今日はこれを作

ろう」と決めておくのが、買い物を効率

良く終わらせるコツ。 

 そこで頼りになるのがインターネッ

トの料理サイトです。それぞれ工夫をこ

らしたレシピが満載ですが、ただ、それ

だけについ目移りしてしまうこともあ

ります。 

 「クッキングノート」は、ネット上に

たくさんあるレシピの中から素材ごと

にまとめたリンク集です。選りすぐりの

レシピが集まっているので、どれにする

か迷う確立が少なくなるかも？和食、洋

食、中華などのジャンル別、料理名でも

検索できるので便利です。 

 また、リンク先も随時募集しているよ

うです。料理ブログを書いている人は、

利用してみるのもいいかもしれません。 

●クッキングノート http://www.cookingnote.com/ 

●親しさに潜む落とし穴 

 仲の良い友達とのメールのやり

とりで、自分は親しみを込めたつも

りなのに相手にそれが伝わらず、不

愉快な思いをさせている場合があ

ります。気軽に送れるメールだから

こそ、親しき中にも礼儀を忘れない

ようにしたいものです。 

 

●気持ちの伝わる言いまわしを 

 人は、名前を呼ばれると親しみを

感じるといいます。メール本文中

で、「○○さんは」「○○ちゃんは」

と相手の名前で呼びかけると、読む

方の気持ちがやわらぎます。まだ付

き合いが浅い人に対しては、特に効

果的だといいます。 

 また文字だけのコミュニケー

ションは、感情が伝わりにくいとい

う欠点があります。嬉しい、楽しい

などの感情表現は、多少オーバーな

くらいでちょうどいいでしょう。 

 お誘いのメールへの返事も気を

使うものです。OK の場合、「今日は

良い天気ですね」など別の話題に触

れた上で、誘いをお受けする旨を書

くと、余裕のある文面になります。

「楽しみです」など共感する言葉を

添えると、さらに親近感が増すで

しょう。断る場合は、文頭でお詫び

して、その後に別の話題にも触れて

おくと、柔らかい印象になります。 

 よく使ってしまう「ガンバって

ね」という言葉は、時に相手の気持

ちを逆なですることがあります。相

手のメールで頑張っている様子が

うかがえたら、「うまく行ったら、お

茶しましょうね」など見守る立場か

らのメッセージを送りましょう。 

  

●「諸刃の剣」であることを忘れない 

 ボタン一つで送信が完了してし

まう携帯メールは、送る前に一呼吸

置くことを習慣づけましょう。送っ

た後で「なかったことに…」とはい

かないものです。ちょっとした気遣

いと言いまわしで、メールの達人に

なれるかもしれません。 

今や携帯メールは、コミュニケーションの手段としてなくてはならないものとなりました。

しかし、すっかり使い慣れたつもりで、気付かないうちに印象の悪いメールを送っていな

いでしょうか。携帯メールの書き方について、改めて考えてみたいと思います。 



 

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.【0 歳 か ら】( 運 転 出 来 る 歳 と は 言 っ て な い ) 2. D(December) 今 月 は

November(11月)ですからね！ 3.【上】下らない問題って言ってるでしょう？ 

４.【6】もしくは【R】車のギア表記です  

5.最初の+に斜め線を足して+を4にするか、＝に斜め線を足して≠にしてしまう 

「時と自然が創り上げた比類なき芸術作品」 

～フィヨルド/ノルウェー～ 

Copyright(C)2017 HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD. All rights reserved  

 ノルウェーと聞いて誰もがすぐに思い浮かべるのが

フィヨルド。その壮大なる自然美は人々を虜にしてやま

ず、権威あるアメリカの旅行雑誌が実施した2004年の

観光地ランキングでも堂々の1位に輝きました。フィヨ

ルドとはノルウェー語で「深く入り込んだ湾」という意

味です。 

 約100万年前に北欧全体を覆っていた分厚い氷河が

徐々に溶けだし、谷底を削りながら海へと流れた結果、

現在のような複雑に入り組んだ海岸線が出来上がったの

です。ネーロイフィヨルドは、世界最長・最深のソグネ

フィヨルドの支流にあり、世界で最も狭く、山々が折り

重なった奥のほうは幅わずか250mほど。オスロやベル

ゲンからのアクセ

スもよく、ベスト

シーズンの夏場に

は世界中から観光

客 が 押 し 寄 せ ま

す。この大自然の

神秘を堪能できる

のがフロム鉄道。

標高差約870mを

約45分かけて走る

登山電車です。途中水しぶき上がる豪壮なショースの滝

では写真撮影のため5分ほど停車するなど、たった

20kmほどのなかにも絶景が続く人気のルートです。 

 一方「ゲイランゲルに牧師はいらない。フィヨルドが

神の言葉を語るから」と文学者ビョーンソンに言わしめ

たのは、ゲイランゲルフィヨルド。全長約16kmに渡っ

てS字カーブを描く神々しいまでの景観に誰もが言葉を

失うはず。そそり立つ断崖とカラフルな家並みの対照が

印象的で、青白く輝くブリクスダール氷河、ダールス

ニッパ展望台など見どころは数え切れません。 

 

急峻な岩山を駆け抜ける、フロム鉄道 

 

フィヨルドの風景 


