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冬将軍とAFTER FIT 

 みなさんこんにちは、１２月となり気温

もグッと下がり、大掃除に忘年会、クリスマ

スと行事ごとも重なり体調を崩しやすい季

節となりました。帰宅時の手洗い・うがいの

徹底だけで予防できることもありますので

風邪をひいて寝っぱなしの正月にならない

ように注意して下さい。また、今月中旬には

降雪、地域によっては積雪を記録しました。

去年の大雪の記憶が強烈なだけに早めの対

策をされていた方も多いかと思います。車

の運転等、十分に注意して下さい。 

今回は１２月の気候に関する話をひとつ。   

１２月に入ると、太平洋側の地域の日中は、

おおむね高気圧に覆われた乾燥した晴れの

日が続きます。これはシベリアからの高気

圧、通称「冬将軍」が、日本海で水分をたっ

ぷりと吸収し、それを日本海側の地域に豪

雪として降らせ、さらに本州や九州の中央

を南北に連なる山脈を越える際にも雪を降

らせて水蒸気を失ってしまうため、太平洋

側では乾燥した晴れのお天気が続くので

す。関東平野では「からっ風」と呼ばれます

が、こういった現象を「フェーン現象」と呼 

びます。ちなみにこのフェーン現象では、空

 さて、ピースホームでは年が変わりまし

て４４平成３０年１月７日(日)/８日(月)

で朝来市新井にて完成見学会を開催しま

す。正月休みが終わって間もない忙しい時

期ではありますが、身をもって住宅全体の

暖かさを体験していただけると思います。

また、資源エネルギー庁が先日、２０１９

年以降の太陽光余剰電力の買取を行わな

い。と発表いたしました。今後は自家消費

（蓄電池・電気自動車）に余剰分を溜める

方向へとシフトしていきます。完全に買取

がなくなるということでもないようで、新

電力事業と再契約することで１１円前後

での買取事業は成立する見込みだそうで

す。この流れを受け、早くから蓄電池を導

入するメリット、イニシャルコストとラン

ニングコストの話、ゼロエネルギー住宅が

当然になる住宅市場の件も交えながら話

ができるかと思います。少しでも興味があ

る方、新築を考えておられる方、どなたで

も構いません、あなたのご来場を心よりお

待ちしております。 
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気の気温も高くなるので、冬場の日本海側

と太平洋側とでは、気温差も大きくなるの

です。おおむね乾燥した日が続く太平洋側

の地域ですが、最近では都市部を中心に、

「ダストドーム」というものが早朝によく

発生しているそうです。空が晴れていると、

地上の熱も空気中に逃げやすくなります。

だから太陽の熱が射さない夜の間、地上の

気温は下がります。晴れていればいるほど

寒くなります。これを「放射冷却現象」ある

いは単に「放射冷却」と呼びます。ニュース

で耳慣れたことばだと思います。そうやっ

て気温が下がった地表に、都市部では、日中

に車などが吐き出したチリ、またはエアコ

ンの室外機が出すほこりなどが空気中を

漂っています。それをきっかけにして、空気

中のわずかな水蒸気が霧になる、というの

です。空気中の水蒸気は、気温が低いほど水

蒸気でいられる量は少なくなり、飽和に達

すると水滴、ここでは霧というものに姿を

変えるのですが、チリやほこりのような微

小なものは、水蒸気が水滴に変わる温度を

上げる効果があるのです。霧が発生してい

る時は十二分に注意を払って下さい。 
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家づくりワンポイント ＜シックハウスと機械換気＞ 
 現在、日本人の3人に1人はアレ

ルギーを持っているとか。その深

刻な例がシックハウス症候群で

す。 

 新築の家の建材から揮発するホ

ルムアルデヒドによって、多くの

人が健康被害に遭いました。その

ため2003年に改正された建築基

準法では、24時間機械換気のでき

る設備を、すべての居室に取り付

けるよう義務づけられました。 

 それ以前に建てられた家をリ

フォームするときも、リフォーム

部分以外も含めたすべての居室に

24時間機械換気設備を取り付けな

ければならない場合があるので気

をつけましょう。 

 設置に費用がかかるし、使えば

電気代もかかるとなると、「うち

の換気扇は風呂場とトイレだけで

充分だ」と思うかもしれません

が、そうもいきません。装置の価

格や性能も様々ですので、工務店

とよく相談して、納得のいくもの

を取り付けたいですね。 

子育てＱ＆Ａ ～近所のお友達から意地悪をされます～ 

ピースの縁側 ～頭の体操～                  

 

◆1.完璧な白は「しろ」 完璧な黒は

「く ろ」  完 璧 な 赤 は「か」  
では完璧な青は？ 

 
◆２．上に出来て下に出来ないの

は？ 

 

◆３.再びあるなしクイズ。 

◆4.↓の図から何の言葉が出来る

でしょう？ 

◆５. 
英語のアルファベットの一番最初の

文字はＡで、Ｂの前にＡがありま

す。では一番最後の文字はなんで

しょう？ 

 
 ☆ 年 初 は「あ ー １ 年 始 ま っ

た －！」と 思 い ま す が、年 末 は

「え！？もう１２月！？」と毎年

驚 き ま す。そ し て 年 末 大 掃 除

だー、と億劫になるのも恒例です

が、皆様大掃除の準備はお済みで

すか？今年の汚れ、今年の内に！

☆ 

いつも公園で一緒に遊ぶお友達の中に、意地悪な子がいて困ります。面と向かっ

て「○○ちゃんはあっちに行って」などと言われ、うちの娘は傷ついています。 

 そのお友達も、おそらく思っ

たことを口に出しているだけ

なのかもしれません。その子には良いと

ころもきっとたくさんあるはずですね。  

 しかし、いくら悪気が無いとはいえ、許

されることとそうでないことはありま

す。小さな子どもは、親や周りの大人に教

えられなければ自分の言葉が他人を傷つ

けたことが分からないものです。 

 「そんなことを言われたら、○○ちゃん

は悲しいよ」などと言ってあげられる雰

囲気が、親同士にあるといいのですが、難

しい場合があるかもしれませんね。 

 そのような時は、娘さんの遊ぶ環境を

変えることも必要でしょう。といっても、

その子とはもう遊ばない、というのでは

なく、交友の輪をもっと広げてみてはい

かがでしょう。今まで行ったことの無い

サークルなどに親子で顔を出して、新し

いお友達を見つけるのもいいですね。 
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今月のお薦めホームページ 

アイデアノート  ～「さらし」でおいしくエコ～ 

 この季節、あったかいお風呂が楽しみ

ですね。しかし、「良い香りのお湯に浸

かって一日の疲れをリセットしたい」と

思って買った入浴剤なのに、バスタブに

溶かしてみたらガッカリした、というこ

とはありませんか？ 

 「入浴剤研究所」は 1781 種類もの入

浴剤が取り上げられたサイトで、実際に

使ってみた率直な感想と評価が紹介さ

れています。お店やネットで見かけて気

になっているけど、買うかどうか迷って

いる、といった入浴剤を調べたいときに

参考になりそうですね。にごり湯や発泡

性といった入浴剤のタイプ、色、香り、

成分など９つのカテゴリーで検索でき

て便利。ネットでしか手に入らないよう

な珍しいものも紹介されていますよ。 

 ただし評価といっても、サイト管理人

の個人的な意見ですので、あくまでも参

考までに留めてくださいね。 

●入浴剤研究所 http://new49.com/ 

●思いのほか「お手軽」アイテム 

 キッチンペーパーを使い慣れて

いると、洗ったり干したりする“さ

らし”を使おうという気にはなかな

かならないかもしれません。 

 しかしいざ使ってみると意外と

手間がかからず便利。加えて経済的

で、きっと驚くことでしょう。 

 

●端を縫わないのがポイント 

 さらしは、ドラッグストアやスー

パーの衛生用品コーナー、また手芸

店などに置いてあります。45cm ほ

どの幅に切り分けて、お湯で糊を洗

い落とし、半日干すだけで準備Ｏ

Ｋ。手に入りやすい 10 ｍのものな

ら、さらし一本で 22 枚の「ふきん」

ができます。端を切りっぱなしにし

てもほつれは気になりませんし、汚

れが端に溜まることもなく、洗った

あとすぐに乾くので、心おきなく

使っては洗うことができます。 

 

●キッチンペーパーと使い分けて 

 さらしを使うと、野菜の水気を

切ったり、茶きん絞りなどが力いっ

ぱい絞れるので、料理の味と仕上が

りが違うといいます。また、出汁を

こしたり、すり鉢の下に敷いて安定

させたり、蒸し器の蓋にかませて水

滴が落ちるのを防いだりと、使い道

がいろいろあります。 

 ただ、油の多い料理に使うと後の

洗濯に手間がかかりますし、中には

食べものに使うふきんを洗剤で洗

うことに抵抗がある人もいるかも

しれませんね。今までキッチンペー

パーを使っていたところを、全てさ

らしに変えてしまうことはありま

せん。 

 さらしは汚れが水洗いで落ちる

程度のものに使い、油や色が残りそ

うな料理にはキッチンペーパーを

使い捨てるなど、さらしとキッチン

ペーパーの便利さを見極めてうま

く使い分ければ、台所仕事が快適に

なりそうです。 

汚れを気にせず便利に使えるキッチンペーパーは、台所のお役立ちグッズとして欠か

せないものではないでしょうか。しかし、「使い捨て」が気になる人も少なくないようで

す。昔懐かしい「さらし」は、使ってみると意外と便利なようですよ。 



 

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.【さお】(真っ白･真っ黒･真っ赤･真っ青) 2. 右からも左からもどちらも意味のあ

る言葉になる事 3.【ぶつ】を付けると意味のある言葉になります ４.【紫陽花】  

5.【Ｔ】英語のアルファベットの一番最初の文字はＡで、Ｂの前にＡがあります。

「眠りを知らない喧噪と魅惑のメディナ」 

～マラケシュ/モロッコ～ 

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

 モロッコのほぼ中央、サハラ砂漠の西方に位置する

マラケシュ。11世紀後半、最初のイスラム国家ム

ラービト王朝の都と定められ、商業・経済・学問の中

心として繁栄をほしいままにしてきました。いくたび

も王朝の栄枯盛衰のドラマを見てきたメディナと呼ば

れる旧市街には、高くそびえるクトゥビアの塔、豪華

絢爛なバビア宮殿、サアード朝の墳墓群などの観光ス

ポットがありますが、最大の見どころは何といっても

ジャマ・エル・フナ広場。 

 かつて公開処刑場だったこの広場は、ヒッチコック

の傑作サスペンス『知りすぎていた男』のロケが行わ

れたことでも有

名。昼間は大道芸

人などがパフォー

マンスを繰り広

げ、夜ともなると

食べ物を売る屋台

が出て、まるで祭

りのようなにぎわ

いが明け方近くま

で続きます。 

もうひとつの名物、広場の北側に広がるスークは、曲

がりくねった暗くて細い路地にたくさんの店がひしめ

く巨大マーケット。食料品や日用品は言うに及ばず、

衣類、じゅうたん、貴金属、革細工、陶器、鉄・銅・

真ちゅう製品などありとあらゆるものが売られていま

す。ほとんどの商品に値札は付いておらず、値段はこ

ちらの腕次第。気に入ったものがあれば、根気よく交

渉してみることをおすすめします。しかし迷路にもた

とえられるスークでは、帰り道が分からなくなって右

往左往する観光客が続出。とっぷりと日が暮れる前

に、めでたく商談成立といきたいものですね。  

 

巨大マーケット・スーク 

 

マラケシュの風景 


