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税制、省エネ基準と秋の空。 

 みなさん、こんにちは。イベント続きの８

月が過ぎ朝晩の気温も徐々に下がってきて

いる今日この頃、どうお過ごしですか。この

何年ものあいだ、残暑の厳しい９月が続い

ていますが、今年はいかがでしょうか？ 

 ９月も８月同様、運動会や秋祭り、稲刈り

等、行事ごとが重なり夏の疲れが出てくる

時期でもあります。朝晩の気温が下がった

とはいえ体が弱っているときにこそ熱中症

に気を付けて下さい。眠っているあいだに

熱中症を起こし、そのまま亡くなってしま

うケースもあるようです。クールビスもも

ちろん大切ですが、適度な冷房も必要かと

思います。十分に体調管理していただきた

いと思います。８月から９月にかけて日本

列島には台風が例年やってきます。 

 さて、９月の天気と言えば一番に台風が

思い当たります。今年もすでに大型の台風

が近畿圏内に上陸し甚大な被害をもたらし

ています。まず、台風の定義は何なのか。そ

れは「北大西洋海上で発生した熱帯低気圧

のうち最大風速が17.2m/s以上もの」のこと

です。おおむね、海面水温が 26.5℃以上の 

 

 毎度の事ながら、ピースホームでは台風

や豪雨にも負けず今日も現場はお引き渡

しに向けて動き続けています。９月に行わ

れた自民党総裁選で安倍総理が勝利し、１

９年１０月予定の消費税増税が若干明確

化されたのではないでしょうか。一部では

不安視する声もあり、３度目の延期も考え

られると耳にするような状況で今後の税

制がどうなるのか注目していきたいもの

です。増税が予定通り行われた場合、もち

ろん新築住宅にかかる消費税も上がりま

す。しかも、注文住宅においては請負契約

を１９年３月末までに締結すれば、引渡が

１０月以降になっても８％が適応される

という経過措置が講じられます。３月とな

るともうすぐ来てしまうので新築で悩ま

れている方は事前に準備する事をおすす

めします。増税のことだけでなく、住宅

ローンのこと、住宅に関する省エネ基準の

こと、住宅根本の耐震、断熱のこと何なり

とご相談下さい。山東町のモデルハウスは

いつでも公開しております。みなさまのご

来場、お待ちしております。 
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海上で発生します。その辺りは一年を通し

て安定した東風（北東貿易風）が吹いている

ので、多くの台風はその風に運ばれて西へ

と向かいます。 

 また、台風を生き物と仮定して話をしま

すと、台風のエサは暖かく湿った海水です。

だから残暑が厳しくまだ海水温が高いあい

だは台風が近づいてくる可能性が高いとい

うことです。日本の上空には西から吹く強

い風、偏西風が吹いていて、台風はそれに運

ばれて進んでいくことが多くあります。さ

らに、偏西風の下層には低気圧や前線がで

きやすい状態になっています。それが９月

となると秋雨前線を形成していることが

あって、台風がこの前線に近付くと局地的

な大雨になったりする恐れがあります。秋

雨前線が活発になり日本列島に大雨をもた

らし、台風上陸により暴風、豪雨でさらに傷

口を広げるといった最悪のシナリオを近年

は描き続けています。台風の発生、秋雨前線

の停滞など天気予報で耳にしたらくまなく

チェックし、事前の準備と対応で自分の身

を守って頂きたいと思います。 
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家づくりワンポイント  ＜トイレの手洗器＞ 
 最近のトイレ空間は、タンクレストイ

レと個性的なトイレ手洗器を組み合わせ

るという、デザイン性と余裕ある空間ｎ

両方を兼ね備えたものに人気が高まって

いるようです。トイレ手洗器は、従来の

手付きのタンク式トイレに比べ、洗うの

に便利な位置・高さに設置することがで

きるので、小さな子どもや高齢の方がい

るご家庭にもおすすめです。 

 いくつかのタイプに分けられますが、 

例えば小さめの手洗器だけを設置するタ

イプはスペースが限られている場合に向

いています。キャビネットタイプは､手洗

器と収納スペースが組み合わされたタイ

プで、スペースで合わせてプランニング

することが可能です。システムタイプは､

カウンター､キャビネット、水栓金具など

を自由に組み合わせられるセミオーダー

タイプで、好みに合わせたコーディネー

トが可能です。各メーカーから様々なタ

イプが出ていますので、ショールームな

どで実物を見てみましょう。 

子育てＱ＆Ａ ～コオーディネーショントレーニング～ 

ピースの縁側 ～頭の体操～                  

運動ができる子になる訓練として「コオーディネーショントレーニング」という方法があると聞きました。 

どういうものなのでしょうか？ 

 コオーディネーション（Co-

ordination）は「調整力」とい

う意味で、「筋力」「スピード」「持久力」

「柔軟性」と並ぶ、体力要素の一つです。

このトレーニング理論は 1970 年代に

旧東ドイツで発展したもので、現在日本

でもサッカーやバスケットボールの指

導者養成で教えられるようになってき

ました。 

 大きな特徴は、特定のスポーツの技術

や体力ではなく、どうすれば思い通りに

自分の体をあやつることができるかを

教える指導方法だという点でしょう。 

 「姿勢やバランスを保つ」「多様な動き

を実現する」「動きを自由に変化させる」

といった運動の基礎になる要素、それぞ

れを確実に刺激していくプログラムが

中心で、具体的には、床を這う、仰向け

に寝た姿勢から一気に立ち上がる、上半

身と下半身の連結を意識しながら動き

を変えるなど、シンプルな動きを行いま

す。 

 こういうアプローチで体を鍛えてい

けば、スポーツに対するコンプレックス

を持つ子もかなり減るのではないで

しょうか？  

 

 

◆1.バラバラの文字を組み合わせた

ら、何の言葉になるでしょう？ 

 

◆２.あるに共通する言葉は？ 

 

◆5.トラックの運転手が道路を逆

走しているにもかかわらず、警察

は運転手を止めません。何故で

しょう？ 

. 

☆秋も近づき一気に涼しくなりま

したが、体調を崩しがちになりま

す。長期休みで乱れた生活を戻す

中、頭の中も活性化させてみませ

んか。今回は、今流行りの水平思

考クイズを盛り込んでみました。

初歩的な問題ですので、チャレン

ジしてみて下さい。☆ 

◆ ３.□ に 入 る 漢 字 は 何 で し ょ

う？ 

◆4．一昨日Ａ君は１７歳だっ

た。なのに来年はもう２０歳にな

るという。どのような状況なら

ば、こんなことが起こるのでしょ

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  ～白さを保つ洗濯法とは？～ 

 PTA やサークルなど趣味のグループ

で連絡を取り合う時、メールではわずら

わしいと感じることがありませんか？ス

マートフォンなどで利用できる「連絡網

アプリ」を使えば、一斉連絡はもちろん、

意見交換や賛否の集約、イベントの日程

調整も簡単にできます。カレンダーなど

をメンバーで共有できるという高機能な

サービスもあるようです。 

 その代表的なものが今回ご紹介する

「らくらく連絡網」。もし自分が代表者な

ら、まずはメールで登録、マイページより

団体を作成し、次にメンバーを招待しま

す。やり方については、サイト内にわかり

やすく説明してくれているので心配はあ

りません。 

 イベントの写真、会議の資料、集合場所

の地図などもみんなで共有できます。

Excel、Word、PDF など様々な形式の

ファイルもサポートしてくれているのも

嬉しい機能です。メルマガ、広告が一切出

ない有料版もおすすめです。 

●らくらく連絡網 https://www.ra9.jp/ 

●一回着たら必ず洗う！ 

 たくさん汗をかいていないから、

まだ大丈夫かな・・・とは思わず、

一度身につけたものは必ず洗うこと

を原則としましょう。 

 洗剤は粉末洗剤がおすすめです。

必ず表示してある適量を守りましょ

う。汗ジミなど気になる場合は漂白

剤も適量入れます。35度くらいのお

湯が効果的ですが、お風呂のお湯利

用は避けましょう。雑菌が多いので

逆効果になる可能性があります。 

 シミは長時間放置するとその分取

りにくくなるので、なるべく早く対

処し、すぐに洗濯をするのがポイン

トです。最後のすすぎはたっぷりの

水で念入りにしましょう。実は日に

当てすぎるのも変色の一因になりま

すので、干し方にも注意が必要です。 

 

●重曹＋中性洗剤＋酸素系漂白剤 

 食べ物のシミ（醤油、ケチャップ、

カレー､お茶など）や血液、汗ジミを

落とすなら、重曹小さじ1､酸素系漂

白剤（液体）小さじ 3､食器用中性洗

剤（除菌タイプは NG）3 滴の組み

合わせがおすすめです。（この割合が

有効なので、分量を守ってください） 

 これらの材料を歯ブラシで軽く４

～５回混ぜます。シミのついた布の

裏側にタオルを当てた状態で、シミ

の上から軽く押し付けるようにたた

き込みます。繊維を傷めるので、こ

すってはいけません。タオルをずら

しながら、タオルに色移りしなくな

るまで繰り返します。シミが落ちた

ら水で揺らすようにしてすすぎ、後

は普通に洗濯します。この材料は､時

間が経つと効果が薄れてしまうので、

必ず３時間以内に使い切りましょ

う。 

白いシャツ、白いスカート、白いワンピースなどは、夏に大活躍したアイテムではないでしょうか？ 

来夏取り出したら黄ばんでいた！・・・なんていうことがないように、 

白さを保つための洗濯のコツを紹介しましょう。 



 

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 

「聖ペテロの街 芸術の街」 

～ロシア/サンクトペテルブルク～ 

 チャイコフスキーやトルストイ、ドストエフスキー

など偉大な作家や芸術家を生んだ国として知られるロ

シア。なかでもサンクトペテルブルクは、1703 年に

ピョートル大帝によって建設され、美しい街並みと豊

かな文化・芸術に満ちたロシア随一の人気都市と言え

るでしょう。 

 まずはネフスキー大通りの美しさに人々は感嘆の声

を上げるとい

います。イサク

聖堂や血の上

の救世主教会

など、世界遺産

にも登録され

た聖堂や宮殿

が軒を連ねて

します。 

 最大の見どころは、収蔵美術品約 300 万点と言われ

るエルミタージュ美術館かもしれません。皇帝が冬を

過ごすために建てられた冬宮を中心とした４つの宮殿

から成り立っていて、ロマノフ王朝の見事な装飾には

圧倒されるでしょう。レオナルド･ダビンチの「リッタ

の聖母」など、世界有数の名画も展示されていますが、

こうした装飾も見ようと思えば一日では足りないと言

われています。 

 

夜のネフスキー大通り 

 

エルミタージュ美術館内の見事な装飾 

1】鈴虫 【2】親指など、『親』のつく言葉 【3】影：影絵、陰口など 

4】誕生日が12/31で、問いを出し日が元旦だった場合。一昨日→12/30なのでま

だ17歳。昨日→12/31で18歳、次の日に歳が明けて、年末に19歳になり来年の誕

生日には20歳になる。【5】運転手は徒歩で逆走していたから。 

「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！ 


