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節分に豆まき、されましたか？ 

 みなさん、こんにちは。今年は雪が少なく

ホッとされている方も多いのではないで

しょうか。雪が少ないと言っても最低気温

は当たり前のようにマイナス域になり、乾

燥も手伝いインフルエンザなど、風邪を引

きやすい季節です。手洗い･うがいするだけ

でも効果覿面かと思いますので十分に予防

して頂きたいと思います。 

 毎号のように今月はイベントが多いと話

していますが、２月のイベントといえばバ

レンタインと節分といったところでしょう

か。みなさんは豆まきして、恵方巻をかぶり

つきましたでしょうか。今回は節分の話を

少し。節分のもともとの意味は季節の分れ

目。昔の暦は二十四節季が使われ、『立春』

『立夏』『立秋』『立冬』の前日を節分と呼ん

でいました。一年の始まりは『立春』からで、

その前にあたる２月３日頃が大晦日でし

た。日本人は大晦日を重んじるため、いつし

か立春の前の日だけを節分と言うようにな

りました。そして平安時代、７０６年の文武

天皇の時初めて節分の日に宮中で豆がまか

れたのです。これは中国の風習にならった

もので、豆は『魔滅（まめ）』に通じると考

ると、全国に恵方巻きが広まっていったそ

うです。みなさんはどのような願いをされ

ましたか。その願いが叶いますように祈る

次第です。 

 さて、ピースホームでは無事にお引き渡

しを向かえてほしいというお施主様の願

いを叶えるため、今日も現場は全力で動い

ております。新年度の住宅に関する補助金

関連が発表されました。まだ詳細は不透明

なものですが注目すべきところは、経産

省、国交省、環境省の３省が連携して補助

事業を展開する点かと思います。ZEH を

ベースに、外皮強化、蓄電池の普及、住宅

の低炭素化に資する素材の活用、ＨＥＭＳ

を利用したＩｏＴ住宅など興味深い+α要

素、加算要素が盛り込まれました。発電し

た電気を自家消費へ、住宅から出る二酸化

炭素の削減を目指す国の施策が見えてき

ます。2020 年に待つ住宅の省エネ基準

義務化に向けて少しでもみなさんのお役

に立てる情報を提供していきますので、一

度モデルハウスにご来場下さい。心よりお

待ちしております。 
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えられ、鬼を追い払って一年の無病息災を

祈願しました。現在、スーパーなどで豆と一

緒に鬼の面が売られているのは、このよう

な理由からです。豆まきをした後、年の数だ

け豆を食べるのも楽しみのひとつ。食べれ

ば病気にならず、健康でいられると言われ

ています。また、鬼を退治したという意味も

込められています。また、もうひとつ節分の

日には『恵方巻き』を食べることが楽しみだ

という方もなかにはいるかもしれません

ね。恵方巻きは太巻き寿司のことで、一本丸

ごと切らずに食べます。ただかぶりつくの

ではなく、その年の恵方を向き、目を閉じて

願い事を頭に浮かべ、黙って食べきれば願

いが叶うといわれています。包丁で切らず

に食べるので「縁を切らない」、海苔で巻い

ていることから「福を巻きこむ」、縁起のい

い食べ物とされています。江戸末期に大阪

の船場で商売繁盛を願って始まったと言わ

れていますが、明治中期には途絶えてしま

いました。それを、昭和末期に大阪海苔問屋

協同組合が復活させました。しばらく関西

地方中心に食べられていましたが、願い事

が叶うという面白さをマスコミが取り上げ
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家づくりワンポイント ＜エコにつながる電灯選び＞ 
 リビングの照明に雰囲気のいい

白熱灯を使いたいけれど、電気代

が気になるというご家庭は多いよ

うです。 

 白熱灯の光と色の似た電球型の

蛍光灯もありますが、電球一つあ

たりの値段が1000円?2000円

と、少々お高め。二つで100円の

白熱灯と比べて果たしてどちらが

効率的なのでしょうか。 

 ある調査によると、リビングの

照明に電球型蛍光灯を使った場

合、白熱灯を使うよりも１年間で

1万円以上、５年間では５万５千

円以上もコストダウンできるとい

います。 

 ５年間のうちには、白熱灯を４

回取り替えなければならないのに

対して、電球型蛍光灯は交換の必

要がないといいますから、電球代

の元はしっかり取れるわけです

ね。 

 電球型の蛍光灯なら、温かみの

ある灯りの下でコストを気にする

ことなく、安心してくつろげそう

です。 

子育てＱ＆Ａ ～お弁当づくりが不安～ 

ピースの縁側 ～頭の体操～                  
 

◆1.あるなしクイズ 

◆２．□に入る文字はなんでしょう 

◆４．バラバラになった文字を組み

合わせて出来る単語は？ 

 

◆５.時間の足し算。答は何秒かな？ 

 

 6分10秒+8分30秒+10分20秒 

 
 

◆６．いつもホットケーと言

う食べ物はなんでしょう？ 

 
 
 ☆小生のミスで皆様にお配り

している問題が先月と同じに

なってしまって大変申し訳ご

ざいません！答だけが今月仕

様になっていて混乱されたか

もしれませんね。次回からは

ちゃんと上書き保存致しま

す！！！☆ 

 もうすぐ新入園の季節。初めて

の子が幼稚園に入園するという

お母さんは、楽しみな反面、心配

もいろいろあることでしょう。お弁当も

その一つですね。近年話題の食育に関心

のある人は、特にそうかもしれません。 

 「ママこえ」というランキングサイトに

発表されたアンケート結果によると、お

弁当のおかずは「冷凍食品中心」という人

と「毎朝作る」という人がそれぞれ 25％

程度で、ほぼ同率１位でした。「前の日の

残り物と、冷凍食品を合わせて詰める」と

いう回答も少なくなかったようですよ。 

 近頃の冷凍食品は、味も品質も信頼で

きるものが増えているので、上手に使え

ばお弁当を彩りよく、手早く仕上げられ

ます。余裕のある時は丹精込めた手作り

で、時には利用できるものを都合よく利

用して…と、ちょっと気楽に構えていて

れば、きっとすぐに慣れますよ。 

 

4 月から幼稚園のお弁当づくりが始まりますが、うまく作れるか心配です。 
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今月のお薦めホームページ 

アイデアノート  ～ペットロスに陥らないために～ 

 毎日の買い物、主婦にとっては頭が痛

いですね。そんなお母さんたちの間で、全

国のスーパーのお買い得情報を、携帯で

素早くチェックできるサイト「シュフモ」

が話題になっています。 

 自宅や勤め先の近所など、普段利用す

るスーパーを登録しておくと、その日の

特売品をチェックできます。さらに、その

品を使ったレシピを紹介しているので、

晩御飯のメニューまでイメージできて買

い物がはかどるというわけです。 

 最大20店舗を登録できますので、後で

「あっちに行けば良かった」と思う心配

もありません。また、登録していない店と

も価格を比較できます。 

 サイトでは価格チェックだけでなく、

ちょっと役立つコラムが読めたり、日記

を書いたりコミュニティーに参加したり

して、仲間作りができます。上の QR コー

ドでアクセスできます。ご参考にどうぞ。 

●シュフモ http://shuf.jp/ 

●きちんと「お別れ」をする 

 ３軒に１軒の家庭でペットを

飼っているといわれる現代。近隣と

のコミュニケーション不足といわ

れるだけに、心の支えとしてペット

の役割は大きいといえるでしょう。 

 家族として暮らしてきたペット

が死ぬと、悲しみからなかなか立ち

直ることができずに、苦しむ人があ

ります。その死を受け入れるには、

「葬儀」を行いちゃんとお別れをす

るという、人の場合と同じような手

順が必要かもしれません。  

●ペットの葬儀 

 昔は、ペットが死んでしまったら

自宅の庭などに埋めたものですが、

今の住宅事情ではそうもいかない

ことが多いですね。そこで、ペット

の火葬・埋葬を請け負う業者に依頼

することを考えてみましょう。 

 ペット霊園やペット専門の葬儀

社などを利用する場合、いろいろな

取り扱い方があります。その一つ合

同火葬では、数体を一緒に火葬・埋

葬します。個別に火葬する場合は、

立ち会うかどうか選べることが多

いようです。移動式火葬炉を備えた

車で自宅近辺まで乗り付け、その場

で火葬するというサービスもあり

ます。費用は動物の大きさによりま

すが、１万円～５万円ほどです。 

 自治体によっては、ペットの遺骸

を引き取るところもありますので、

問い合わせてみてください。 

●ペットロスになってしまったら 

 それでも悲しみが癒えず、気持ち

がふさいでどうしようもないなら、

一人でその気持ちを抱え込まない

ようにしましょう。ペットの死で自

分を責めないことが大切です。 

 おすすめなのが、インターネット

のペットロス関連のサイトです。同

じ悩みや苦しみを抱えた人たちの

生の声を読んだり、ブログや掲示板

でコミュニケーションをとりあう

ことで、少しずつ気持ちの整理が付

くことでしょう。 

飼っているペットが死んでしまうのは、たいへん辛く悲しいことです。家族の一員として

共に生活してきた年月が長ければ、なおのことでしょう。中には、喪失感から心身のバ

ランスを崩してしまう「ペットロス症候群」に陥る人もいるといいます。 



 

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．スターのつく言葉 2．福 3．銀盤 4．1500秒  

5．そんな食べ物はない！ 

「魂を揺さぶる壮大なる大渓谷へ」 

～グランド･キャニオン/アメリカ～ 

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

 コロラド川の流れが十数億年という長い年月をかけ

てつくり出した大峡谷。全長約450kmにもおよび、

最大幅約30km、谷の最も深いところは約1.6kmにわ

たって切れ込んでいます。グランド・キャニオンの淵

に立ち、深く刻まれた谷底を見下ろしたとき、地球と

いう惑星に初めて降り立ったような錯覚すらおぼえま

す。華やかな人工都市ラスベガスの近郊に、こんなに

もスケールの大きい自然が存在するとは。いかにもア

メリカ的な、壮大なコントラストにめまいがするほど

です。 

川を挟んでノースリムとサウスリムに大きく分かれ、

観光客がよく訪れ

るのは空港から近

いサウスリム。

ビューポイントが

豊富で、リムトレ

イルも整備されて

いるため、さまざ

まな角度から大自

然の芸術を鑑賞す

ることができま

す。なかでも展望台からの眺めは、ぜひとも体験して

ほしいところ。足元に広がる谷を一望すると、緑色に

輝くコロラド川が、谷底を蛇行しながらゆっくりと流

れている様子がうかがえます。この川が、目の前に広

がる大峡谷をつくり出したという事実がなかなか信じ

られません。 

できれば、ラスベガスからの日帰りツアーではなく、

この雄大なロケーションに数日間は身を置いて、この

星の懐の深さをじっくりと噛みしめたいもの。   

 

谷底が見下ろせるスカイウォーク 

 

グランド･キャニオン 


