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桜咲く、けど、花粉症。 

 みなさん、こんにちは。今年度も残すとこ

あと少しになり、お子さんの卒園、卒業、入

学の準備に慌ただしくされている頃かと思

います。ここ数日の好天が手伝い、桜が一気

に開花したように思います。通勤するたび

に色づいていく桜の木を見ると春を感じざ

るを得ません。例年にくらべ開花が少し早

いようなので、入学式シーズンまで咲き続

けていることは難しそうですが、どうにか

持ちこたえて新入生の門出を見守ってもら

いたいものです。このシーズンは綺麗な桜

色で染まるだけではありません。目視でも

空気中がなんか黄色いなと確認できる程の

花粉と黄砂が飛び交っています。私自身、昨

年より花粉症になり今時期は正気ではいら

れないほど目のかゆみ、鼻水にやられてお

り花粉症などのアレルギー性結膜炎・鼻炎

の人にとってはとても憂鬱な季節となりま

した。花粉の話をするだけでも目がかゆく

なってきますが今回は花粉症について書き

たいと思います。まず、花粉症とは花粉によ

るアレルギー反応のことで、主に目と鼻に

症状が現れます。免疫という防御機能が花

粉（アレルゲン）に対して過剰に働き、花粉

症状のレベルは個人差があり、症状、重症

度にあわせた治療薬が必要となります。自

分でできる花粉症の予防・対策というのは

探せば色々とあります。もう実践済みなこ

とかもしれませんが、少しでも花粉症で辛

い思いをしている方の手助けになれば幸

いです。 

 さて、ピースホームでは花粉にも負け

ず、好天に恵まれ今日も現場はお引渡しに

向けて順調に動いています。先月号でも少

し触れましたが、来年度の住宅に関する補

助金の概要が徐々に発表されつつありま

す。余剰売電単価、再エネ賦課金について

も発表されましたが、これは去年には分

かっていたことなので頷けます。余剰エネ

ルギーの自家消費を推し進める国の施策

に見合ったものという印象です。売電価格

が高かった頃とは違い、今は自家消費する

時代ということ、そもそもの消費するエネ

ルギーを減らすことが大事ということを

念頭におき、住宅計画をしていくことが大

切なのではないでしょうか。少しでも皆様

のお役に立てるような情報を提供します

ので、一度モデルハウスにご来場下さい。

お待ちしております。 

症の症状が出ます。一般的な症状には目の

かゆみ・充血・流涙・異物感などがあり、ま

ぶたがはれることもあるようです。花粉の

季節にはドア･窓をしっかり閉める、花粉の

飛散が多い日の外出は極力避けることを基

本にし、部屋の掃除をこまめにすることも

大切です。仕事、学校、買い物などで外に一

歩出れば知らず知らずのうちに花粉を持ち

帰ってしまうことが多いため、花粉症の方

もそうでない方も基本は 1 日 1 回の掃除を

しっかりと施しておくのが大切です。帰宅

時には手洗いうがいが効果的です。手や爪

の間に付着した花粉を洗い落とすことが可

能となり、特に手というのは口、目、鼻を触

ることが多い部位でもあるため、何かの拍

子で手に付着した花粉が体内に侵入する恐

れがあります。うがいに関しても呼吸に

よって入った花粉が鼻や口に残っている可

能性も高いことから、帰宅時にはそれらを

全て洗い流す目的でうがいをすることが大

切となります。しかし、これらの対策を実践

しても長期的な花粉症の辛い症状が続く場

合は病院で適切な診察、治療を受ける事を

勧めます。花粉症と一口にいっても原因や
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家づくりワンポイント ＜あると便利なコンセント＞ 
 部屋の四隅にとりつけることが

多いコンセントですが、いざ家電

品 を 使 う と き に「こ こ に あ れ

ば……！」と思うことは少なくあ

りません。あると便利なコンセン

トの位置を、いくつか挙げてみま

しょう。 

【洗面所の収納棚の内部】 

電気歯ブラシやシェーバーの充電

用 

 【トイレの中や洗面所の床近く】 

冬場の暖房用 

【掃除機収納スペース内部】 

充電式掃除機用 

【階段の踊り場】 

掃除機が家中に届くようになる 

【各部屋の携帯電話を充電する場

所】 

携帯電話の数だけ用意すると便利 

【ガレージ】 

車の掃除用 

新築したり、リフォームする時が

いいタイミングです。間取りや建

具だけでなく、コンセントの位置

を業者に相談しながらよく考えて

みましょう。もっと使い勝手の良

い家にな

ピースの縁側 ～頭の体操～                  
 

◆1.３００円を持って行き、１０

０円のお菓子を買いました。 

お釣りは何円でしょう？ 

 

◆２.あるなしクイズ 

 
◆３．工場に【ひ】をつけるとど

うなるかな？ 

◆４.お父さんカエルがケロケロ鳴い

て、お母さんカエルもケロケロ鳴き

ました。お父さんとお母さんを見上

げた子供はなんと鳴くでしょう？  

 

◆５. □に入る言葉は何でしょう 

 

 

◆６.組み合わせて出来る言葉

は？ 

 ☆今月は図形問題を多めに比

較的易しいクイズをチョイスし

てみました。イラッとしつつも

答が分って呆気無さにちょっと

笑って貰えたらしてやったり！

ですね☆ 

子育てＱ＆Ａ  ～「呼び捨て」に抵抗を感じる～ 

子どもが学校で友達から「呼び捨て」にされているようです。今までの我が

家の習慣にはなかったことなので、あまりいい気持ちがしません。いじめに

つながらないかも心配です。 

 お互いに呼び捨てにはしない

ように、と指導する園や学校が多

い一方、地域によっては呼び捨てが普通

だという所も少なくありません。引っ越

した先の学校で、子どもたちが下の名前

を呼び捨てで呼び合うのを見て驚く人も

います。 

 呼び名をどう感じるかは、人によって

まちまちです。親としては抵抗感があっ

ても、大事なのは呼ばれている本人がど

う感じているかでしょう。親しみを込め

て呼び合っていて、お子さんが嫌そうで

なければ、そう心配することは無さそう

です。 

 もし、お子さんが呼び捨てにされるこ

とを嫌がっているようなら、本人から友

達に、やめてほしいと伝えるようにしま

しょう。それでも相手がやめないときは、

親が相手に言う前に、ひとまず担任の先

生に相談してみるといいですね。 



Page 3 
元気が出る家づくり 

今月のお薦めホームページ 

アイデアノート  ～引っ越しの季節～ 

 「イクメン」という言葉が、平成 22 年

の流行語大賞のベスト10に入りました。

とはいえ、実際に育児に積極的に参加し

ている父親の割合は、なかなか上がりま

せん。職場で男性が育児休業を取るのは、

まだまだ難しいという実情もあります。

それでも、「子育てを楽しみたい！」と思

うお父さんは確実に増えているといいま

す。同時に「でも、どうやればいいの？」

と戸惑うことも多いようです。 

 「パパスイッチ」は、そんなお父さんの

育児応援サイトです。情報通のライター

陣の手による記事には、男性にとって重

宝する育児情報が満載です。実際にイク

メンを自任するお父さんたちのブログを

閲覧したり、自分の「イクメンブログ」を

登録して、リンクを貼ってもらうことも

できます。孤独な子育てが辛いのは、お母

さんもお父さんも一緒。こういうサイト

でイクメン仲間が増えるといいですね。 

●パパスイッチ http://papaswitch.nifty.com/ 

●引っ越し前１か月～１週間の準備 

・粗大ゴミの処理手続き 

 自治体によっては、時間がかかる

ことがあります。事前によく調べて

おきましょう。 

・小中学校の転校手続き 

学校だけでなく、教育委員会や役所

への届出も必要です。 

・引っ越し荷物の梱包資材調達 

スーパーなどで段ボールをもらい

ましょう。テープやロープ、軍手な

どもお忘れなく。 

・電話の移転申し込み 

・郵便局への転居届、転送願い届け 

・市区役所への転出届 

・ガス、電気、水道会社への転出届 

それぞれ、手間や時間がかかること

があります。慌てないように、前

もって準備しましょう。 

 

●前日の準備 

・当日必要な現金の準備 

 急な出費に備えて多めに。 

・ご近所への挨拶の品 

 定番のタオルのほか、プリペイド

カード、図書券なども喜ばれます。 

・「貴重品箱」と「最後の最後箱」 

 貴重品は一つの箱にまとめて、家

族のだれが管理するか決めておき

ましょう。また、最後まで使う洗顔

道具や着替え、サンダル、トイレッ

トペーパーなどは、引っ越し先でも

真っ先にいるものです。出発ギリギ

リに一箱にまとめましょう。 

 

●引っ越しチェックリストを用意 

 ここまで書いたことは、どれも当

然のような内容です。しかしいざと

いうときになって、大事なことを

うっかり忘れてしまうのはよくあ

ること。それを防ぐために、チェッ

クリストを用意しておくと安心で

すね。インターネットでダウンロー

ドできるものもあるので、利用して

はいかがでしょう。 

HOME’S 引っ越しチェックリスト≫ 
http://hikkoshi.homes.co.jp/contents/contid=40080/ 

春は別れと出会いの季節。転勤・就職・入学などで、住み慣れた土地を離れる人が少

なくありませんね。中には急に引っ越しが決まって、慌てる場合もあります。 

引っ越す前に必要な、基本的な準備とはどんなものでしょう。 



 

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円（お釣りはない） 2．イチゴがつく言葉（いちご畑等）  

3．警察に捕まります(非行情） 4．かえるの子はおたまじゃくし！鳴きま

せん！ 5. 毛（羽毛 等) 6. 所得 

「朽ちた仏像が物語る黄金の港の栄光」 

～アユタヤ/タイ～ 

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

 1350年から約400年間にわたりアユタヤ王朝の

都として君臨しました。水運に恵まれ、近隣はもと

より中国、ペルシャ、遠くヨーロッパとも交易を行

い、東南アジア最大の国際都市として隆盛を極めま

した。日本との関わりも深く、17世紀には朱印船

貿易により日本人町も形成され、山田長政の活躍は

よく知られたところ。しかし、隣国ビルマ軍侵攻に

よって1767年、その繁栄はついに終焉を迎えま

す。多くの寺院や宮殿が徹底的に破壊され、まばゆ

いまでの黄金の都は茫漠たる廃墟と化しました。 

 かろうじて往時を偲ぶことができるのは、歴代王

3人が眠るアユタ

ヤ最大の寺院

ワットプラシー

サンペット、広

い草原に高さ約5

ｍ・約全長28ｍ

の白い巨大寝釈

迦仏像が横たわ

るワットロカヤ

スタ、木の根に埋め込まれた仏像が有名なワットプ

ラマハタート、初代ウートン王の菩提寺ワットプラ

ラムなど。頭部を切り取られた痛ましい仏像が多い

のは、占領軍がそこに隠されていた財宝を略奪する

目的で持ち去ったからと言われていますが、定かで

はありません。チャオプラヤー川の中洲には、歴代

の王が夏の離宮として優雅に過ごしたバンパイン宮

殿が広がり、広大な敷地にタイ、中国、ヨーロッパ

の華麗な建築物が点在しています。 

 

神聖な木とされるトンボに眠る仏頭 

 

アユタヤ遺跡 


