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新しき風、吹き抜ける春。
みなさんこんにちは。最近は朝晩の冷え しているので毎朝五時に起きています。ま

さて、ピースホームでは冒頭でも触れた

込みがなくなり日中は夏日になることも珍 だ慣れない車通勤ですが事故の無いように ように日中の気温が上がってきている中
しくなく、春に別れを言ったかと思えば、す 気を付けていきます。
ぐに夏の足音が聞こえてくる。このような

でも、竣工間近の物件、着工間近の物件と

趣味はバイクに乗ることです、大学生の 忙しなく動いております。現場を担当する

季節となってきました。まだ梅雨入りして 頃から乗っていて友達とよくツーリングに ものは日を重ねる毎に日焼けしているの
いないのでムシムシとした気候には入って 行っていました。車とは違った四季折々の が分かります。そんな中でも安全には十分
いませんが体調には十分に気をつけて頂き 景色を見て感じることができ、とても気持 に気をつけて作業していきます。先月山東
ちが良いです。ツーリングに行くと色々な 町で行いました完成見学会は多くのご来

たいと思います。

さて、先月号でも少し話しましたが今年４ 人に声をかけてもらい、知らない人でもす 場頂きまして無事に終了いたしました。４
月からピースホームに新入社員が入社しま ぐに打ち解けられます、これもバイクに乗 月末ということもあり暑くもなく寒くも
した。ピースホームの一員になりました岡 る楽しみの一つです。いつか宗谷岬までバ なく窓開けて心地よいと感じる時期で、高
本君の簡単な自己紹介文を載せておりま イクで行きたいと考えています！！
す、これからお付き合いのほど、よろしくお

性能な住宅をフルで体験できたというと

高校、専門学校は建築系で、設計製図や模 時期的には不利だったように思いますが、

願いします。

型作り、建築の基礎を学んでいました、今ま 日射遮蔽の大事さ、窓計画の重要性、今年

**************************

での知識も活かしつつ、新しいことをどん 度のゼロエネ住宅に対する国の施策など

こんにちは。ピースホーム事業部に配属 どん吸収していこうと考えています。そし 十分に伝えられたのではないでしょうか。
になりました、岡本聖人（おかもと

まさ てお客様に但南建設で家を建ててよかった GW の頭でしたので他の予定がありご来

と）です。まだまだ分からない事だらけです と心から思っていただけるように全力で努 場頂けなかった方も中にはいらっしゃる
が、分からないことは聞いて、教えて頂いた めていきます。よろしくお願いします。

でしょう。山東町にモデルハウスがありま

ことはメモを取り復習し、早く仕事を覚え

すのでいつでもご来場ください。新築、改

***************************

ていけるように頑張ります。

修とまだ明確に決めていない方も是非ご

私は豊岡市出身で田んぼに囲まれたところ 平成生まれの若者がピースホームに新しい

相談下さい。お力になれるよう努めてまい

に住んでいます、自宅からマイカー通勤を 風を運んでくれることを期待しています。

りますのでご来場お待ちしております。
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家づくりワンポイント ＜キッチンのゴミ箱、どこに置く？＞
キッチンを検討する際、調理機能や掃

確保していきます。キッチンに隣接する

除のしやすさなどは考慮しますが、案外

パントリーを設けるなら、その中に収納

忘れがちなのがゴミ箱の置き場。地域に

してもよいでしょう。

よって違いはありますが、キッチンで出

システムキッチン商品にはゴミ箱を置

るゴミは何種類にも分別しなくてはなら

くことができるように工夫されたタイプ

ない場合が多く、それぞれにゴミ箱を用

も多く見られます。ショウールームなど

意すると、それらを置くスペースは予想

でチェックしてみましょう。

以上に場所をとってしまいます。

また収集日まで一時的に置いておける

一般的な場所は、キッチンカウンター

別の場所を確保するのも良い方法です。

の下や冷蔵庫の横などで、置く予定のゴ

物置やカーポートの一角、バルコニーな

ミ箱のサイズや数に合わせてスペースを

どもおすすめです。

子育てＱ＆Ａ ～この習い事、子どもに合っているのかしら？～
現在ピアノを習わせていますが、本人は特にピアノが好きなようにも嫌いなようにも見えません。
ピアノが本当に子どもに合っているのか？とわからなくなってしまいました・・・
習い事はすぐに効果が出る

そのためには、まず子どもが楽しく取

ものとは限りません。子ども

り組めるように親がフォローすること

がその分野に興味を持ち、自分の特技と

が大切です。大人は我聞や苦しみを乗り

なって自信につながればしめたもの。さ

越えた先に得られるものを予想するこ

らに才能を発揮していけたら、もう言う

とが可能ですが、幼児期の子どもにはそ

ことはないでしょう。

れはとても難しいことです。まずは子ど

ですから、習い事そのものが子どもに

もが｢楽しい｣と感じるように親がフォ

合っているかどうかは、早い段階で決定

ローし、あおの次に｢できた！｣｢わかっ

づけることはしなくていいと思います。

た！｣という喜びを感じさせることが、

習い続けて行くことの先にある、能力の

能力や技術を伸ばしていくことにつな

アップや技術の向上を目指しましょう。

がるのです。

ピースの縁側

～頭の体操～

◆1.□に入る文字はなんでしょう

◆２.何と読むでしょう

◆３.仲間外れの式を完成させてね！

◆５.なぞなぞ
亀とラクダとサイが買い物に行き
ました。
さて何を買いに行ったでしょう

☆新年度に突入して漸く落ち着
いてきた頃でしょうか？すっか
り春の気配も遠退きましたが、
花粉の脅威はまだまだ色濃く残
◆4.なぞなそ
３ｍの鎖にライオンが繋がれていま ります。
そんな時にクイズはパズルで頭
す。
そのライオンは何ｍ先までの草が食 をリフレッシュしてはどうです
べられるでしょうか？
か？☆
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今月のお薦めホームページ&アプリ
http://www.pinterest.jp

●ピンタレスト(Pinterest)
ピンタレストは、ネット上の画像を自

去に起こったことや、今感じたことを投

分の｢ボード｣にピンして集めるという

稿することが多いですが、ピンタレスト

ツールです。他の人のボードに貼られた

は未来の自分のために使うサービスとい

画像が気に入ったら、自分のコレクショ

うイメージです。旅行の計画をする上で、

ンに｢リピン｣することもできます。

行き先や宿泊先をピックアップしたり、

それなら Facebook や Instagram な

新築のために理想の家をイメージ画像を

ど一般的な SNS と同様では？と思われ

集めたりと感覚的には SNS というより

がちですが、ピンタレストはただ画像を

も検索に近いものでしょう。

集めるという以上の意味を持つ奥が深い
サービスと言えるようです。

トにリンクするよう設計されているの

例えば、SNS では昨日の出来事など過

アイデアノート

画像をクリックすると、画像元のサイ
で、ブックマークとして活用できます。

～冷蔵庫の節電～

ある調査では、家庭での機器別の消費電力の割合を比較すると、冷蔵庫が最も大きいという結果がでました。
近頃節電タイプの冷蔵庫が多く出回っていますが、家庭でもできる節電の方法を改めて認識しましょう。

●置き方は大丈夫？

●適正温度を保つ

まずは、置き方に注意。壁からの

冷やし過ぎると消費電力がか

距離は取扱説明書に書いてある通

かってしまうので、温度を適正に合

りに置きましょう。隙間がないと、

わせて夏場は強にして冷やし、冬場

庫内で奪った熱を放熱しにくくな

は弱にするのが一般的ですが、現代

り、無駄に電力を使ってしまいま

は冷暖房を使っているので室温は

す。

あまり大きく変化しません。実際の

上部に物を置いたりマグネット

庫内の温度を確認しながら温度設

でたくさんのメモを張り付けたり

定をしましょう。

するもの放熱を妨げるので避けま

●庫内の状態をよくする

しょう。

また、冷蔵庫は庫内の温度が上

庫内で冷風が回りやすくなって

がってしまった時に、再度冷やそう

いれば、それだけ無駄な電力を消費

として無駄な電力を消費してしま

せず節電につながります。そのため

います。そのためにも、開けている

にも冷風口の前には物を置かない

時間を短く、無駄な開閉を避けるよ

ようにし、庫内にものを詰め込みす

うにしましょう。

ぎないようにしましょう。
調味料の中には常温保存可能な
ものも多くあります。冷蔵が必要か
どうかラベルで確認してから冷蔵
庫に入れましょう。

また、ドアパッキンが緩んでい
ると冷気が逃げてしまいます。時々
状態をチェックしましょう。
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子育て世代の健康住宅専門店
但南建設(株)ピースホーム事業部
〒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

1．協力など力がつく言葉 2．「ま」が三つで「さんま」 3．4+3＝7
4．0ｍ(ライオンは草を食べませんよ！）5．かめら（かめ・らくだ・さい→かめらく
ださい）

「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！

ようこそ、僕らの家へ
「アルハンブラ宮殿の美しさに酔う」
～スペイン王国/グラナダ～
グラナダはスペイン・アンダルシア州グラナダ県の
県都で、壮麗なアルハンブラ宮殿が有名です。
アルハンブラ宮殿は１３世紀から１５世紀末イベリア
半島南部に栄えたイスラム王朝期に立てられた宮殿で
す。スルタン（王）の住まいだけでなく、官庁、厩舎、
モスク、学校、浴場、墓地、庭園、一般住居などもある
城塞都市とも言
え る で し ょ う。
後 に、グ ラ ナ ダ

美しいアラベスク模様

宮殿というより城塞都市の性質も備えている
されました。

がカトリックに

そうした歴史的背景はもちろんですが、スペイン屈指

支配されるよう

の世界遺産として人々の視線を釘付けにするのは、なん

に な り、ア ル ハ

といっても装飾の美しさでしょう。一面に敷き詰められ

ンブラ宮殿もモ

たタイルのモザイクと壁面のアラベスク模様は、隅から

スクは教会に改

隅までいくら見ても足りないほどで、当時の職人達の力

装 さ れ、礼 拝 堂

量には驚かされます。

や修道院が建築

