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新年のご挨拶 

 新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別なご高配を賜り、まことに有

難く厚く御礼申し上げます。本年も、より一

層精進していきますので、変わらぬお引き

立てのほどよろしくお願いいたします。年

末年始を慌ただしく過ごされた方も多いか

と思います、疲れを出されませんように、そ

して去年と違い気温こそ低いものの今年は

大雪という大雪は降っていませんが、この

先十分用心して頂きたいと思います。 

 さて、年末年始、新年、正月、成人式と行

事ごとが多いこの時期ではありますが、今

回は正月の門松についての話を一つ。正月

の象徴とも言える門松、最近ではあまり見

かけなくなりましたが玄関先に飾って新年

を迎えるのは日本の伝統文化です。まっす

ぐに伸びる竹と青々とした松下部に添えら

れた葉牡丹や赤い南天の実を見ると、新し

い年が始まったのだと実感し、気持ちが引

き締まります。門松を飾る意味は、新年が来

たことを告げる年神様が天から降りてくる

際の依代（よりしろ）、つまりは目印にする

ためです。古くは平安時代から飾られ、当時

の門松には竹は飾らず松だけを飾りまし

の竹を飾り戒めとしました。これが「そぎ」

の始まりと言われているのです。 

 白い息を吐きながら初詣に出掛ける途

中、いくつもの門松に出会います。竹の形

が斜めに切られた「そぎ」であったら、家

康の逸話を思い出してください。そして、

それを自分の戒めに置きかえて、「昨年上

手くいかなかったことを今年は絶対に成

し遂げてやるぞ」と、新年の誓いを立てて

みてはいかがでしょうか。 

 ピースホームでは、年明け早々ではあり

ますが朝来市新井にて完成見学会を行い

ました。雨が降り風が吹く天候が悪い中で

も多くのお客様にご来場頂きまして、住宅

の性能の良さを体験してもらえたのでは

ないでしょうか。２０２０年ＺＥＨ平均的

に普及、太陽光発電余剰買取り価格の値下

げ、外皮性能向上に対するメーカーの開

発、住宅ローン金利等、めまぐるしく変わ

る住宅業界ですが正確な情報、またお客様

に満足して頂ける情報をお届けしていき

ますので、本年も何卒よろしくお願いいた

します。 

池田 
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た。松は中国の唐の時代に長寿の木として

あがめられていたので、平安貴族が縁起を

かつぎ、松の枝を持ち帰って自らの屋敷の

門前に飾りました。だから「門松」と名付け

られました。竹が加わったのは室町時代に

入ってからで、長寿を意味する竹は元日に

ふさわしいと好まれたようです。やがて、子

孫繁栄を願う実の沢山なった南天も添えら

れ、現在の門松へと発展していきました。今

や門松の中央になくてはならなくなった竹

ですが、スパンと斜めに切られた「そぎ」と、

節のところで真横に切った「寸胴（ずんど

う）」の二種類があります。地方によってど

ちらが選ばれるのかが異なるようですが、

「そぎ」のほうが圧倒的に多いそうです。で

は、なぜ斜めに切られるようになったので

しょうか。これは遡ること戦国時代。現在の

静岡県浜松市で大きな戦が起こりました。

武田信玄と徳川家康が争った三方ヶ原の戦

いで家康は大敗しました。大勢の家来を亡

くし、命からがら浜松城へ逃げ帰りました。

悔しさが込み上げる家康は、竹を武田と見

たてて、「次は必ず信玄を斬るぞ」と竹をス

パンと斜めにそぎ落としました。そしてそ
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家づくりワンポイント ＜子ども部屋にはユニット家具を＞ 
 子どもが小さいうちは、きょ

うだいで一部屋を一緒に使う家

が多いようです。 

 しかし異性同士の場合は、大

きくなるとそうはいかなくなり

ます。たとえ同性同士であって

も、できたらプライベートな空

間を用意してあげたいものです

ね。 

 そこで子ども部屋におすすめ

なのが、必要に応じてパーツを

足したり、配置を変えたりでき

るユニット家具です。家具を壁

に寄せて部屋の中央を広く取る

ことも、 移動させて壁として使

うこともできるので、子どもの

成長に合わせて大部屋にした

り、個室にしたりと柔軟に使い

分けられますね。 

 最近のユニット家具には、い

い 素 材 を 使 っ た、ス タ イ リ ッ

シ ュな ものも 増え てい ます。

せっかくなら子どもたちがお年

頃になったときにも満足でき

る、良質なものを選ぶといいの

ではないでしょうか。 

子育てＱ＆Ａ ～認定こども園って？～ 

ピースの縁側 ～頭の体操～                  
 

◆1.【？】に入る言葉は？ 

掘るのは、穴 

釣るのは、道具 

解くのは、話 

見るのは、食事 

編むのは、？ 

◆２．何を現しているかな？ 

 ６← ３← ９ ７→ 

◆３.あるなしクイズ 

◆４.図をよく見て最初にコーヒーが

入るのは何番？ 
◆ ５.【？】に 入 る ロ ー マ 字

は？ 

 

 A ？ D F G H J K L 
 
 ☆年明け早々周りが風邪菌だら

けで身の危険を感じております

が、皆様健やかにお過ごしでしょ

うか？寒さが厳しい中、風邪の予

防に手洗とうがいはしっかりと！

マスクの使用は寒さ対策にも有効

ですし、潤いマスクなら喉にも優

しので重宝してます。☆ 

「認定こども園」とはなんでしょうか。 

 幼稚園や保育園とどう違うのですか？ 

 認定こども園」とは、幼稚園

の教育機能と、保育園の保育機

能をあわせ持つ施設で、入園希望者は直

接園に申し込み、契約をします。国は認定

こども園を開設することで 

●親が仕事をしている、していないに関 

 わらず子どもを入園させると同時に、 

 保育所の待機児童を解消する 

●少子化時代の子どもたちを適切な規模 

 の集団で育成する 

●子育て不安に悩む親をサポートする 

という問題を解決しようとしています。 

 ただし、4 時間保育を受ける子と、8 時

間保育を受ける子の間で教育に差が生ま

れない配慮が必要など、認定こども園を

開設するにはハードルも多く、平成 21

年 4 月時点で全国に 358 園に留まって

います。全ての認定幼稚園と認定保育所

をこども園に統合しようとする動きもあ

りますが、実現は簡単ではないようです。 
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今月のお薦めホームページ 

 海上自衛隊の各艦ごと、基地ごとに伝

わるレシピを紹介するサイト「海上自衛

隊レシピ」には、和・洋・中 100 種余り

のメニューが掲載されています。 

 船上で長い期間を過ごす海上自衛官

たちにとって、毎日の食事は何にも代え

がたい楽しみです。それだけにメニュー

には工夫が凝らされ、味は絶品だといい

ます。とはいえ、紹介されているメ

ニュー奇抜なものではなく、料理として

はオーソドックスなものがほとんど。家

庭での毎日の晩ごはんのメニューにそ

のまま使えるものばかりです。 

 また、曜日の感覚を失わないように

と、毎週金曜日にテーブルに上るカレー

も、海上自衛隊の名物メニュー。サイト

にはそのカレーのレシピが 40 種以上も

掲載されています。海上で自衛官たちが

どんなものを食べているのかと、ちょと

覗いてみたくなりませんか？ 

●海上自衛隊レシピ 
http://www.mod.go.jp/msdf/formal/family/recipe/menu/today/ 

●漢方にも欠かせないショウガ 

 ショウガはもともと中国で漢方

薬として用いられていました。「も

しもショウガが無ければ、漢方は成

り立たない」という人がいるくら

い、ショウガの効果は知られていま

す。有効成分のショウガオール・ジ

ンゲオール・ジンゲロンには血行を

促進する作用があるので、冷えを予

防し、新陳代謝を高め、その結果と

してダイエットにつながると言わ

れています。 

 また、胃腸の働きを助けるので、

中国では「食欲が無いときには、

ショウガを食べろ」と言い伝えられ

ているそうです。 

 

●紅茶にショウガをいれるだけ 

 ショウガを手軽に、効果的に食べ

るのに、ショウガ紅茶がお薦めで

す。作り方は簡単。 

 

・紅茶（安価なティーバッグで十分） 

  をいれる 

・すりおろしたショウガを、「おいし 

  い」と感じる量だけ紅茶に入れる 

・甘みが欲しい人は、黒砂糖かハチ 

  ミツで味付けする。 

 

 一日３～６杯を目安に飲むと、体

調が良くなり、ダイエット効果が現

れたという人も少なくないようで

す。食前に飲むと、食べ過ぎを防ぐ

こともできそうですね。  

●生ショウガがおすすめだけど… 

 紅茶に入れるショウガは、生をす

りおろしたものが一番おいしいで

しょう。しかし、チューブ入りショ

ウガやショウガパウダーも、効果が

無いというわけではありません。手

間や時間を考えて上手に使うのも

良いのではないでしょうか。 

 ショウガ紅茶を飲み始めると、デ

トックス効果で、一時的に頭皮が脂

ぎったり便の臭いが強くなったり

することがありますが、いずれ解消

します。続けることが大切です。 

これからしばらく、寒い日が続きますね。寒さは女性の大敵。すりおろしたショウガを

入れたしょうが紅茶は、身体をポカポカと温めてくれます。それだけでなく、身体に

溜まった不要なものを排泄するデトックス効果も抜群だとか。 

アイデアノート  ～ショウガ紅茶で健康的にダイエット～ 



 

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掘る→ホール(hole)解く→トークItark)編む→アーム(arm) 2.NEWS（スマホの英

数字のフリック入力を使ってみましょう)3.【ス】を付けると意味のある言葉になり

ます ４.【５】よーく見て下さいね 5.【Ｓ】(パソコンキーボードの文字の並び

順） 

「見る者を威圧する世界最大の滝」 

～イグアスの滝/ブラジル・アルゼンチン～ 

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

 ブラジルとアルゼンチンの両国にまたがるイグアス

国立公園。その名を知らしめているのが、大地を切り

裂くようになだれ落ちる茶褐色の滝。耳をつんざく轟

音とともに舞い上がる水煙、圧倒的な水の勢いは、日

本の楚々とした滝のイメージとはずいぶんとかけ離れ

ています。 北米のナイアガラの滝、アフリカのビク

トリアの滝と並ぶ世界三大瀑布のひとつですが、ダイ

ナミズムという点においてほかの2つをはるかに凌

駕。「巨大な水」という名が決して伊達でないこと

は、滝幅約4.5km・最大落差約80m・水量毎秒6万5

千tというデータからも明らか。滝へのアプローチは

幾通りかあり、自

然の驚異を全身で

体感するなら断然

アルゼンチン側。

遊歩道を伝って展

望台へ近づけば、

目の前には哮り

狂った「悪魔の喉

笛」が口を開け、

凄まじい水しぶき

を上げて私たちに襲いかかります。頭上には美しい虹

がかかり、艶やかな蝶が乱舞して、まるで天国と地獄

を同時に見るよう。対岸のブラジル側からは「水の

カーテン」と形容される壮大な滝のパノラマが楽し

め、雨期ともなると大小の滝は200とも300とも

なって降り注ぎます。 イグアス国立公園の主役はこ

のイグアスの滝ですが、亜熱帯動植物の宝庫である

ジャングルにも貴重な動植物が豊富。また周辺にはブ

ラジル、アルゼンチン、パラグアイの三国国境地点展

望台があり、大陸のスケールを実感できることでしょ

う。   

 

滝の迫力が体感できる遊歩道 

 

イグアスの滝 


