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ピースホームと秋の空 

 みなさま、こんにちは。熱かった夏が終

わり、激しかった台風シーズンも過ぎ去

りここ最近は秋晴れといった穏やかな天

気が続いていますが、みなさんはどのよ

うに過ごされているでしょうか。朝晩は

涼しいと感じる一方、日中は陽が差すと

暑いと感じる身体の調子が悪くなること

がよくあります。十分体調管理して頂き

たいと思います。 

 秋の天気は穏やかと前述しましたが、

昔から「女心と秋の空は変わりやすい」と

言います。春先のように、雨が数日続いた

かと思うと晴天が数日続くといったよう

に、周期的にお天気は変化します。しかし

春の天気と決定的に違うのは、晴れた日

の湿度です。春先の晴天をもたらすのが

おおむね温暖な高気圧なのに対し、秋口

にやってくる高気圧は大体がシベリアか

らの高気圧です。シベリアと言えば真冬

の冬将軍の出身地でもあり冷たくて重い

空気のかたまりです。シベリアはご存じ

のように陸地ですので、陸で生まれ育っ

た高気圧は乾燥しています。だから秋か

して下さい。 

 さて、めまぐるしいう秋空の下、ピー

スホームの現場もお引き渡しの日を目

指してめまぐるしく動いています。度重

なる台風にも現場担当する工務を中心

に養生にまわり、何事もなく過ぎてホッ

としています。１９年１０月予定の消費

税増税は首相が宣言したとおり、今回は

ほぼ確実な増税となる見込みです。とな

ると、あと丸一年を切っております。過

去号にて何度か書いている通り請負契

約は１９年３月までが８％適応となり

ます。すでに新築検討されている方は準

備されているとは思いますが、何をして

いいのか分からないという方が大半で

はないでしょうか。一度モデルハウスに

ご来場頂き相談して下さい。増税まで間

に合わないという方も、すまい給付金等

の増税後の給付額が拡充される予定と

なっております。少しでも皆さんにとっ

て快適で安全でお得に新築を提案しま

すので、お気軽にお立ち寄り下さい。 
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ら冬の寒侯期には乾燥したお天気が続き

ます。また、年によっては１０月に入って

もまだ完全な秋とは言えない年もありま

す。そういう年は、シベリアの高気圧と、

夏の暑さをもたらす太平洋高気圧が日本

付近で衝突し、いわゆる秋雨前線を形成

します。これは梅雨前線や菜種前線と同

じ停滞前線で、長期間に渡ってしとしと

と雨を降らせ続けます。一時に降る雨の

量は少しずつでも、山の斜面などでは水

分がどんどん蓄積されていくので、あま

り長く雨の日が続くと、土砂災害の危険

も出てくるので警戒が必要です。空気が

乾燥すると風邪のウイルスの温床となる

ので、風邪の予防にも心掛けて下さい。と

は言っても、但馬地方では一年で唯一と

いっていいほど快適で、窓開けても気持

ちが良く花粉もない、冷暖房もいらない

時期です。それだけにスポーツをしたり、

アウトドアでのレジャーの計画を立てた

り、外干ししてみたり何かと外でされる

と思いますが、「女心と秋の空」です。く

れぐれも天気の急変には気をつけて生活
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家づくりワンポイント ＜トップライト（天窓）のメリットデメリット＞ 
 外部から見てもおしゃれなトップライ

トですが、家の内側から見ると青空や星

空をインテリアとして取り込むことがで

き、お天気の変化にも気づきやすく自然

と寄り添う暮らしが可能となります。 

 何より、熱気がこもりやすい屋根付近

に開閉式のトップライトがあれば、じゅ

うぶんな換気が期待できるでしょう。 

 年間を通じて陽が差さない北向きの部

屋や、一日のうち数時間しか陽が差さな

い東向きの部屋でも、トップライトを設

けることで明るさと開放感をもたらすこ

とができます。 

 また、バスルームや洗面室が近隣の家

に近すぎる場合も、トップライトはおす

すめ。プライバシーと換気･開放感を兼ね

備えられます。 

 ただ､屋根に設置するものですから、施

工やメンテナンスにはトップライトに慣

れた施工会社の存在が必須です。基本的

に窓拭きなどの清掃も自分ではできない

ということを理解しておきましょう。 

子育てＱ＆Ａ ～旅育～ 

ピースの縁側 ～頭の体操～                  

そろそろ年末年始の旅の計画を立てようと思っています。 

しかも今年は親・子・孫の三世代で！！有意義な旅となるようなアドバイスはありますか？ 

 旅を通じて子どもの視野を

広げ、自主性や自立心を養い、

家族間の絆を深めることを、最近では

“旅育”などと呼んでいるようです。親

子三世代で旅をすれば、子どもの学びも

楽しさより一層広がることでしょう。旅

が上手くいくポイントを 3 つご紹介し

ます。 

 一つ目は計画。旅先はどこであっても

子どもにとっては体験と学びの場です

が、三世代の場合は祖父母も楽しめる場

所であるかが重要です。 

 二つ目は旅先での過ごし方。大人数で

長時間一緒に行動するということは、実

は我慢をする人を増やすことにもつな

がります。日中は自由行動だけど夕食だ

けは一緒に･･･など、別行動の時間が

あってもよいでしょう。 

 三つ目は思い出を形にすること。アル

バムづくりやお土産購入もよいですが、

旅先で子どもと一緒に葉書に絵や感想

を書いて自宅や祖父母の家に郵送する

のも、帰ってからの楽しみになり、おす

すめです。 

 

 

 

◆1.ボールペンと消しゴムの値段

は合わせて110円。ボールペンは

消しゴムより100円高い。 

では、消しゴムの値段は？ 

 

◆２.お母さんが、息子にメモをの

こしました。 

「昼ご飯は玉玉玉玉玉×半半半半

半を食べてね！」 

さて、何を食べるように言ってい

るでしょう？ 

 

 

◆5.ばらばらになった文字を繋い

だ言葉は？ 

☆例年に比べ大型台風が多かった今

年の夏。年末まで残り二ヶ月を残し

すところですが、年の変わり目に非

常用持ち出し袋の中身のチェック

や、常備されていない方は今年を機

に準備されてみてはいかがですか？ 

☆ 

◆３.あるに共通する言葉はなんで

しょう？ 

◆４．□に入る文字はなんでしょ

う？ 
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今月のお薦めホームページ＆アプリ 

アイデアノート  ～リュックの背負い方～ 

 ｢仕事先で経済ニュースの話題で盛り

上がったけれど、知らないことばかりで

汗をかいた！｣｢子どもに時事問題につい

て聞かれたけど上手く答えられなかっ

た！｣など、仕事上だけでなくきちんとし

た大人として情報の必要性を実感してい

る方は多いのではないでしょうか。 

 とは言え、子育てや家事に追われる

日々で新聞やテレビニュースなどを

チェックしている時間がない･･･という

ママにおすすめなのが、ニュースサイト。

通勤時間など、ちょっとした隙間時間で

も目を通すことができるので忙しいママ

にぴったりです。 

 例えば今回ご紹介する WIRED。 

ニュースというよりは読み物に近いコン

テンツを発信しているメディアとして知

られています。他のサイトでは見られな

いような変わった内容のコンテンツが多

いのが特徴です。サイト全体の作り方も

お洒落なので、雑誌を読んでいるかのよ

うな感覚で楽しめるでしょう。 

●ニュースサイト 「WIRED」 https://wired.jp/ 

●まずは正しい姿勢で！ 

 おへそ下の｢丹田｣に力を入れ、頭

が上からひもでつられているような

意識を持ちましょう。骨盤を少し前

傾させ、背骨がなだらかな S 字カー

ブを描くイメージです。 

 特に女性は腰が反ってしまう人が

多いので、リュックを背負う時はい

つも以上に腰の向きに気を付けるよ

うにしましょう。 正しい姿勢で

リュックを背負うと、腰にかかる負

荷が軽くなるといいます。自然と骨

盤がやや前に傾き、重心が下がり、

おなか側の筋肉に力が入って体幹を

安定させようとするため、背中の筋

肉がゆるみ、腰の負担を減らすこと

ができるそうです。 

 

●リュックを選ぶポイント 

 リュックを選ぶ時には、自分の背

中の広さより小さなサイズがおすす

めです。荷物は入れ過ぎないように

しましょう。荷物が重すぎると前か

がみになって腰に負担をかけてしま

います。 

 用途に合わせて使い分けることも

ポイントです。登山など重い物を背

負う必要がある場合は肩ひもも幅が

あるもの、胸や腰などにベルトがつ

いているものを選びましょう。 

 

●背負い方 

 背負う時は、リュックの下端が骨

盤よりも下にならないように肩ひも

を調整します。リュックがぶれると、

体が自然と制御しようとして負荷が

かかってしまいます。できるだけ背

中と密着するようにしましょう。 

化粧道具にスマホやパソコン・・・肩掛けバックに入れて持ち歩いていたら、左右のバランスが崩れ、 

腰痛や肩こりがひどくなったという話が聞かれます。そんな時はリュックがおすすめ。 

正しい背負い方で腰痛・肩こりを防ぎましょう。 



 

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 

 サンタカタリナ島は、カリフォルニア州ロサンゼル

ス港から南南西に３８キロほど行ったチャネル諸島に

属する面積 182k ㎡ほどの島です。地元の人々は、この

島のことを「カタリナ」と呼ぶそうです。この島にある

唯一の都市アパロン。19 世紀の後半からこのアパロン

をリゾート地にしようという動きが高まり、チューイ

ンガムを世界

的に広めたこ

と で 有 名 な

ウィリアム・リ

グレー・ジュニ

アが 1919 年

にサンタカタ

リナ島の支配

者を得て、その

後、島の保存、宣伝、インフラ整備、開発を監督しまし

た。現在ではサンタカタリナ島管理局に権利を譲渡、保

養地として親しまれ続けています。 

 風に揺れるヤシの木、白砂のビーチ、心ときめく夕焼

け･･････理想のリゾートアイランドである「カタリナ」

は宿泊施設、新鮮なシーフード、豊富なウォータース

ポーツなど必要なものがすべて揃っているようです。 

 

南欧風の建物が並ぶ 

 

リゾート気分が盛り上がる美しい風景 

1】ボールペンは105円 【2】玉が5つでたま・ご=玉子。5つの半でご・はん。 

→玉子×ごはん→玉子かけるごはん→玉子掛けご飯！ 

3】「モーター」がつく言葉 【４】涼：荒涼・納涼 など 

5】備蓄 

「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！ 

「理想のリゾートアイランド」 

～アメリカ合衆国カリフォルニア州/サンタカタリナ島～ 


