
今月のハイライト  

・12月1日、2日完成見学会、開催 

・日本の住まいにも適した木製サッシ 

・ゲームと勉強の集中力は違う 

・頭の体操 

・ポケモンGO 

・テーブルコーディネートの基本 

・天空の村 

ニュースレター 

12月1日、2日完成見学会、開催 

 みなさんこんにちは、朝晩とグッと冷え

込み、日中暖かく感じる日や寒く感じる日

があるように一日ごとに最高気温、最低気

温が変化し気温差の幅が広くなる季節とな

りました。体を壊しやすく気温に対応しづ

らい時期ですので気をつけて頂きたいの

と、早朝は霧が深く前方が見えづらくなっ

ておりますので運転の際は十分気をつけて

下さい。 

 さて、秋と言えば個人的にはあまり食べ

ませんが時期的に柿が熟れる時期ですか

ね。昔から「柿が赤くなると医者が青くな

る」と言われてきました。医者も商売あがっ

たりとなるぐらいの柿の効用について少し

話します。 まず、柿の実が赤くなるのは、

トマトと同様にリコピンによるもので、優

秀な抗酸化作用を持っています。 また、柿

が優秀な点でレモンにも匹敵するほどのビ

タミンＣが豊富に含まれているという点で

す。柿の若葉にはさらにその１０倍以上も

のビタミンＣが含まれていて、柿の葉茶は

ビタミンＣのよい補給源としても知られて

います。 柿といえば、強烈な渋みがあるの

も特徴ですが渋みはタンニンと呼ばれる成

期とは思いますが、寒い時期で開催します

のでピースホームの住宅の性能の良さを

身をもって体感できるのではないでしょ

うか。また、２０１９年１０月に消費税増

税がほぼ確定といった流れの中、詳細は未

定ですが、その反動減を緩和させるために

住宅ローン減税が現行の１０年から１～

５年延長する調整が入っています。すまい

給付金も増税すると給付額も増えますの

で、実際、増税前と増税後でどちらが得な

のか、急いで契約までしないと間に合わな

いのか、住宅性能に関しての補助金(経産

省:ＺＥＨ促進事業、国交省:グリーン化事

業)は来年度どうなるのか、高性能な住宅

に住むとどれほどお得になるのか。など、

性能面は体験できたとしても金銭面は

ネットで調べるだけでは限界があると思

います。ピースホームでは平成２６年から

ゼロエネ住宅に取り組んでいる実績と、蓄

積されたデータとノウハウで少しでもお

得になるようにお客様のサポートをさせ

ていただきます。ぜひ、完成見学会にご来

場いただきまして相談して下さい。みなさ

まのご来場をお待ちしております。 

  

発行日 平成30年11月30日 

分が原因です。熟したり、干し柿にすると渋

みがとれるのは、タンニンが渋みの感じら

れる水溶性タンニンから渋みの感じられな

い不溶性タンニンに変化するからです。こ

の柿渋タンニンには防腐効果や撥水性があ

り、魚網などの耐久加工に用いられてきた

という歴史がありました。近年の研究では、

さらに血圧を下げる効果など様々な健康機

能も持っていることが解明されつつありま

す。 さらに、二日酔い防止に効いたり、こ

の先インフルエンザが流行る時期となりま

すので豊富なビタミンＣがインフルエンザ

予防の味方になることでしょう。ここまで

の性能を持つ柿を食べない選択肢はないで

すね。ただし、柿の実には体を冷やす働きも

あると言われていますので、食べ過ぎには

気を付けて下さい。 

 さて、ピースホームでは寒さにも負けず、

現場は今日もお引き渡しに向けて動き続け

ております。きたる１２月１日、２日豊岡市

戸牧にて完成見学会を開催します。１２月

２２日、２３日にも豊岡市日高町と丹波市

春日町にて２棟同時完成見学会を開催予定

となっております。年末の何かと忙しい時
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家づくりワンポイント ＜日本も住まいにも適した木製サッシ＞ 
 和風洋風どんな空間にも馴染みやす

く、あたたかみを感じるのが大きな特徴

の木製サッシ。代表的な樹種は米松、米

ヒバ、ナラ、カバ、ヒノキなどです。こ

れらの無垢材を用いたもの、集成材や積

層材を使用したものがあります。上げ下

げ窓や回転窓、開き窓や天窓など種類も

豊富なので、イメージにあったものを見

つけられるでしょう。 

 断熱性能が高く、熱をほとんど伝えな

い木製枠部分に結露が起きにくいのは最

大のメリットと言えます。複層ガラスや

高断熱複層ガラス、トリプルガラスと組

み合わせることも可能です。 

 最近では、木製サッシのデメリットと

言われていた経年による塗装の劣化や腐

食、木の狂いなどを克服するための工夫

がされた商品が見られるようになりまし

た。但し一般的にアルミサッシなどに比

べてコストは高めと言われています。ど

ういうメンテナンスが必要なのかも含め

てトータルに検討しましょう。 

子育てＱ＆Ａ ～ゲームと勉強の集中力は違う～ 

ピースの縁側 ～頭の体操～                  

子どもは放っておくと何時間でも集中してできるのに、勉強となると数分でだめ。 

一体どうしてでしょう？ 

 勉強は自ら文字を読み、記

憶したり、思考せねばなりま

せん。本人の強い意思がないと前に進め

ないものです。つまり、勉強の集中力は

自分の意思を持って自ら進んで行う集

中ですが、一方ゲームの集中力はコン

トールされている集中なのです。した

がって、ゲームと同じように勉強するの

は、残念ながら難しいかもしれません。 

 学習への集中力を持続させるために

親ができることは、テレビやゲームやお

もちゃなど、勉強に関係の無いものを片

付け、環境を整えてあげること。今すべ

き勉強の優先順位をつけて、計算問題５

問、漢字１０個練習など、細かく区切り、

少しずつ集中してこなせるように訓練

していくこと。そしてその区切りが終

わったらその都度褒めてあげること。で

きた喜びを味わうことが、次の集中の励

みになるでしょう。 

 勉強に集中するためには、長時間姿勢

を保っている筋力や体力も必要で、睡眠

不足も大敵。心身共に健康な体を保つ手

助けも重要でしょう。 

 

 

◆1.？に入るのは？ 

◆２.？？？に入る言葉は何でしょ

う？ 

「文 句 の 出 し よ う も な い な、も

う、？？？君も」 

 

◆5.何と読むでしょう？ 

 

☆台風シーズンが終わると一気に寒

さが増してきましたね。大量に発生

するカメムシの対応に四苦八苦しつ

つ冬へ向けて準備を始めました。皆

様も体調には気を付けて、早めの冬

対策を☆ 

◆３.二つの□に入る文字はなんで

しょう 

◆４．（）に一文字ずつ入れて完成

する楽器は？ 

 （ ）－（ ）＝カ 
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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  ～テーブルコーディネートの基本～ 

 健康のためのウォーキング。三日坊主

になりがちな方もスマホのアプリ「ポケ

モン GO」が一緒なら楽しく続けられる

かもしれません。 

 「ポケモン GO」は、GPS 機能を活用

することにより、現実世界そのものを舞

台としてプレイするゲームです。たくさ

んの謎を秘めた不思議な生き物「ポケッ

トモンスター」略して「ポケモン」をいろ

いろな場所で捕まえたり、バトルさせた

りすることができます。 

 最近では子どもだけではなく、健康の

ためにウォーキングを医者からすすめら

れている大人も間でも「気づけば長距離

を歩くようになった」と人気が高まって

いるようです。実際一日に３０分以上プ

レイする人の 30%近くが体重が減少、

14%ほどの方が血圧が低下したという

データもあるようです。 

 ゲームの楽しさが、気づけば結果的に

健康につながっていた･･･となれば、嬉し

いですよね！ 

●ポケモンGO https://www.pokemongo.jp/ 

忘年会やクリスマスなど、年末にかけてお客様をお招きする機会が多くなりますね。 

場の雰囲気が華やかで会話も弾み、料理が引き立ちいっそう美味しく感じていただけるよう、 

テーブルコーディネートの基本を知っておきましょう。 

● 3 種類のアイテム 

 まずは「テーブルリネン」。テーブ

ルクロス、アンダーテーブルクロ

ス、テーブルマット、ナプキンなど

があります。 

 次に食器、カトラリー（ナイフ、

フォーク、スプーンなど）、グラスな

どの「テーブルウェア」。料理を取り

分けるサービスアイテムと一人一

人が食事をする時に使うパーソナ

ルアイテムに分けられます。 

 そして「フィギュア」と呼ばれる

テーブルを飾る装飾品。雰囲気づく

りに役立ちます。ソルト＆ペッ

パー、ナプキンリング、キャンドル、

花やフルーツなどです。 

 

●セッティングのルール 

 ルールというと堅苦しく感じてし

まいそうですが、楽しく美味しく食

事をいただくためにあるものと思え

ば決して難しくはありません。 

 テーブルリネン、テーブルウェア、

フィギュアが清潔であり、料理が食

べやすいように配置されていること、

料理と器の色や形、大きさ、配置な

どがバランス良く美しいことが大切

なポイントです。 

 一人分のスペースは 60 ㎝以上あ

れば隣の人とぶつかることはないで

しょう。（右上図参照） 

●演出 

 まずは誕生日やクリスマスなど、

目的を明確にするとコーディネート

が決めやすくなります。クリスマス

なら赤と緑、お誕生日なら主役が好

きな色など、テーマカラーを決める

のも良い方法です。 

 特にテーマが無ければ、季節のも

のを取り入れれば間違いありません。

照明やキャンドルの光を利用すると

素敵な演出ができます。 

 但し、あくまで食事が一番の目的

です。過剰な飾りつけにならないよ

うに気をつけましょう。 



 

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 

「天空の村」 

～イタリア/チヴィタ･ディ･バニョレージョ～ 

 ローマから北へ約 100 ㎞にある村チヴィタ・ディ・

バニョレージョ。2500 年以上前に、古代ローマ帝国の

繁栄以前にイタリア半島中部の先住民族エトルリア人

によって作られたと言われています。 

 バニョとはイタリア語でお風呂のこと。火山地帯の

ため、このあたりには温泉がたくさん湧いています。

1287 年から

何度も地震に

見舞われ、脆い

地盤のせいも

あり、周辺が少

しずつ崩落。公

的な施設と共

にほとんどの

住民は周辺に

移りましたが、この村の歴史と文化を守り抜きたいと

考える人々のみが住み続けているそうです。自然の脅

威にさらされながらも切り立った崖の上に生き残る姿

はまさに天空の村。この村へとつながる長さ約 300m

の一本橋を渡れば、石畳の道に石造りの建物がひしめ

きあう中世の街並へと続きます。現在崩落していた建

物の修復も進み、カフェや土産物店、ホテルなどが営業

しており、国内外からの観光客に人気が高まっていま

す。 

 

石造りの街並み 

 

約３００mの橋を渡ってたどりつく 

1】数字は干支を表している。4+6＝卯+巳で「うみ」3=虎、7=馬で答「トラウマ」 

2】回文(逆から読んでも同じ文章）になっているので逆から読めるようにしましょう 

  答「よしだ」【3】答「人事」：大人・事故等 【４】ハーモニカ 

5】こまの真ん中に「だ」があるので答は「こだま」 

「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！ 


