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足元から　　　　
の床暖房で
快適な冬を！

ふく射熱

伝導熱

対 流

ふく射熱

伝導熱

対 流

お取引のガス販売店までお気軽にご相談ください。

子供が床で遊ぶことが多いので、ホコリが舞わず、やけど
の心配がない床暖房はとても安心です。以前はホットカー
ぺットとエアコンを使っていたんですが、ホコリが舞う
し、乾燥するし、運転音がするし…。今は床暖房だけで十
分暖かくて大満足です。つけてすぐに暖かくなって、部屋
全体がポカポカ。見た目もすっきりして、部屋が広々とし
て、掃除もラクラク。私はのどが強いほうじゃないので、
乾燥しない床暖房はすごく心地いいですね。まわりのお母
さんたちの間でも「床暖房をいれてよかった」という話を
よく聞きますね。

今お使いの床の上に貼るだけ！

床暖房には安心がいっぱい！

埼玉県・K様

1 2 3 4

床の上に
パネルを敷く

周囲を埋める
パネルを敷く

仕上げ材を
設置 ※�条件によっては1日で施工

できない場合もあります。

完 成

床から
直接

伝わる熱

遠赤外線が
壁や天井に反射

して室内に均一に
広がる熱

空気の
自然な

「対流」

わずか
1日で

スピーディーに
取り付け！

ガス温水式
床暖房は、屋外の
熱源機1台で

いろんなお部屋を
暖めます！

ポ ポカ カポ ポカ カ
やけどの心配がない！

肌がカサカサにならない！

ホコリが舞わない！
本体もコードもないので、小さいお子
様が動きまわっても安全。火事ややけ
どの心配もありません。

ちょうどよい湿度を保つので、肌がカ
サカサにならず、のどの乾燥も防ぎ、
風邪をひきにくくなります。

風がないのでホコリ
を舞い上げません。
赤ちゃんやハウスダ
ストのアレルギーで
お悩みの方にも安心。

1 2

3

ふく射熱

伝導熱

対 流

床暖房は、伝導熱＋ふく射熱＋対流。
3つの熱効果で日向ぼっこのような暖かさ。



4 5

C

A

A

B

B

D

E

ゆる体操で体をゆるめよう！
地震から身を守るための

寝室の安全性チェック

※転倒防止器具は使用上の注意をよく読んでお取り扱いください。詳しくは専門業者などにご相談ください。
※�自治体によっては、家具の転倒防止対策に助成制度を設けている場合もあるので、お住まいの自治体にご確認ください。

すねプラプラ体操

ひざコゾコゾ体操

腰モゾモゾ体操

❶�仰向けになり、ひざを立て、
左脚のひざよりやや太もも寄り
に、右脚をかけます。

❶�仰向けになり、
ひざを立て、左
ひざに右脚のふ
くらはぎをのせ
ます。
❷�ふくらはぎをほぐ
すように、ゆっく
りと前後に動か
します。
❸�左脚も同様に
行います。

❶�仰向けになり、ひざを立て、
両手両足を軽く開きます。
❷�腰を軽く床に押しつけ、左右
にゆっくり動かします。

❷�右脚のひざを支点に、ふくらは
ぎを振り子のようにゆすります。
❸左脚も同様に行います。

Ⓒ2002 Hideo Takaoka　運動科学総合研究所
※ゆる体操の指導はNPO法人日本ゆる協会の公認資格をとってから行うようにしてください。

〈監修〉運動科学総合研究所
所長　高岡英夫さん

「ゆる体操」を開発し、NPO
法人日本ゆる協会理事長・推
進委員として多方面で活躍。

代謝が
よくなる！

血流が
スムーズに！

腰痛が
ラクになる！

気持ちよく揺らして、心も体もリラックス！
疲労回復、健康増進に効果的！

「プラプラ」「コゾコゾ」「モゾモゾ」と
声に出すことで楽しさアップ。

point

ひとつの体操につき
10秒～ 2

分くらいを目安に、
体の力を

抜いて、気持ちいい
と感じる

範囲で行いましょう
。

コ
ゾ
コ
ゾ

…
プ
ラ
プ
ラ
…

モ
ゾ
モゾ…

たんすや本棚が倒れてこない
位置にベッド、ドアがある。

家具は低めのものにして、L型金具Aなどで壁に固
定しましょう。家具が倒れてドアの前をふさいでし
まうと、すばやく避難できません。

ベッドの位置は窓際ではな
く、照明の真下でもない。

窓が割れたり照明が落ちたりすると危険。ガラス飛
散防止フィルムBを貼り、つり下げ式照明は天井に
しっかり固定Cしましょう。エアコンの落下にもご
注意を。ベッドのそばに額を飾るのもNG。

たんすの下の段に重いものを
しまい、倒れにくくしている。 重いものを上の段にしまうと、倒れやすくなります。

たんすの上や高いところに物
を置いていない。 物が落ちてくると危険。

薄型テレビをチェーンDや耐
震マットEで固定している。 テレビ台の固定も忘れずに。

室内の安全対策 ほかの部屋も
同様に安全性を

チェック
しましょう。
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attention

●�LPガスは空気より重く、漏れると床
面をはうように広がり、低いところにた
まる性質があります。このため、ガス警
報器は床から30cm以内に設置すること
になっています。もしもガスが漏れた場
合は、特に下のほうの風通しをよくして、
ガスを屋外に追い出すことが大切です。

空気より重いの
で、漏れた時は
低い場所にたま
ります。

LPガスって
空気より
重いの？
軽いの？Q&A

Q

A

忘れないで！
�災害時の��ガス対策

停電時のガス機器のご利用は
十分にご注意ください

attention

ガスコンロ

ガス給湯器 小型湯沸器

大きな地震が発生した場合、マイコンメー
ターが自動的にガスを遮断しますが、さら
に安全を確保するため、下記の事項を行っ
ていただきますよう、お願いいたします。

大きく揺れている時は、危ないので
火に近づかないようにしましょう。
揺れがおさまったら、器具栓・ガス
栓を閉めてください。

後の処置を頼んでくだ
さい。

容器が倒れたり流され
たりしないよう、しっ
かり固定されているか
確認してください。

大きな地震の場合は、容器のバルブを閉めてく
ださい。マンションなど集合配管のお宅は、マ
イコンメーターの元栓を閉めてください。

1 器具栓・ガス栓を閉める

1 容器バルブを閉める
2 消防署員に容器の位
　 置を知らせる

1 容器バルブを閉める
2 容器の固定を確認

※ 津波の危険性がある場合は、 
すみやかに高いところに避難してください。

※ 避難する場合は、火災防止のため、電気の
ブレーカーも落としてください。

※異常があった場合は、至急、お取引のガス販売店または保安機関に連絡してください。
※使用を再開する時は、必ずお取引のガス販売店または保安機関の点検を受けてからお使いください。

2 容器バルブを閉める

ガスを安全にお使いいただくために

地　震

火　災 台風・洪水

ガス使用中に震度5相当以上の地震がある
と、マイコンメーターが自動的にガスを遮
断。異常がなければご自分で復帰可能です。

LPガス

空気

時計と同じ右まわ
りで閉まります。

90度まわ
すと閉ま
ります。

容器
バルブ

マイコンメーター

電源が乾電池の機種──停電
時も使えます。
100V電源（コンセント）使用の
機種──停電時は使えません。

ガスコンロの多くは電源が乾電池なので停電時もご利用い
ただけますが、停電時は換気扇が作動しないので、窓を開
けるなど、十分に換気をしてください。また、夜間は暗い
ので、操作を誤らないよう、ご注意ください。

100V電源（コンセント）を使用し
ているので、停電時は使えません。

【リモコン付きの場合】初期設定に戻
ることがあるので、通電後、再設定
してください。特に設定温度と出湯
温度は使用前に必ず確認しましょう。
【リモコンがない場合】通電後、必ず一度蛇

口を閉めてから使用してください。蛇口を
開けた状態で通電してもお湯は出ません。
【自動お湯はりの途中で停電になった場合・
停電前の残水がある場合】お湯があふれる可能性がある
ので、浴槽の水をいったん抜いて、空の状態で再度お湯
はりを開始してください。
【気温がマイナスになる可能性がある場合】停電時は凍結

防止装置が働かないので、水抜きが必要になります。

電源が乾電池なの
で、停電時も使え
ます。

ただし、停電時は換気
扇が作動しないので、
CO中毒事故防止のた
め、換気が十分にでき
ない場合は、使用しな
いでください。

※写真は機器の一例です。
※詳しくはお取引のガス販売店またはガス機器メーカーにお問い合わせください。
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非常食で手早くクッキング！非常食で手早くクッキング！
年に一度は防災用品を点検し、非常食の賞味期限をチェック！
期限間近な非常食は入れ替えて、家族みんなでいただきましょう。
そのまま食べてもおいしいけれど、アレンジするのもおすすめ。

缶詰

おはしがなくても食べられる乾パン
は、ぜひ用意しておきたいですね。

お湯をかけるだけで
食べられるフリーズ
ドライ食品は、非常
食として大活躍。

お湯か水を注ぎ、お
湯なら15分程度、水
なら1時間程度待つ
と食べられる、便利
なご飯。

災害時はもち
ろん、ふだん
の食事にも役
立ちます。

サバ缶を汁ごと米に加
え、お好みで調味料な
どを入れて炊くだけ。
サンマ缶、イワシ缶、
やきとり缶も◎。

油でさっと揚げ、お好
みで砂糖や塩をふりか
けましょう。

砕いて砂糖、牛乳、卵
を加えて混ぜ、フライ
パンで焼きます。

肉じゃがの肉の代わり
にサバ缶（みそ煮でも
水煮でもOK）かサケ缶
を汁ごと使用。

ス ー プ に ご 飯
を入れるだけ。
ご 高 齢 の 方 も
食べやすい！

乾パン
揚げ乾パン 乾パンプディング

炊き込みご飯
サバ（サケ）
じゃがたまごスープ

雑炊

アルファ化米

Let's
Cooking!

arrangement
arrangement

arrangement

arrangement

arrangement

▶肉や野菜はパックから
出し、切ったり下味をつ
けたりして、ファスナー
付きビニール袋へ。荷物
がかさばらず、現地で焼
くだけだからラクラク。

▶カマンベールチーズをアルミホイルで包
み、上部に十字に切り込みを入れて火にか
けるだけ。野菜
やウインナーに
とろけたチーズ
をからめて食べ
ましょう。

▶芯をくり抜き、砂糖、バター、シナモン
パウダーを詰めたりんごをアルミホイルに
包んで持って行
きましょう。網
の上でじっくり
焼いたら完成。

▶クーラーバッグや保
冷剤を使って、食材の
鮮度や飲み物の冷たさ
をキープ。ペットボト
ルや肉を凍らせて持っ
て行くのも◎。

現地でラクラクの秘密
は家での下ごしらえ。

お子様も大喜び。
お手軽チーズフォンデュ。

デザートは甘くておいしい
カンタン焼きりんご。

▶網に油か酢を
塗っておくと、
くっつき防止に。
野菜にオリーブ
オイルを塗ると乾
燥しません。炭を
積んだ強火ゾーン
と炭を置かない弱火
ゾーンを作り、食材を
動かしながら焼くとGood。

▶紙製ではない食
器を使う場合、最
後に汚れを新聞紙で
ふいて持ち帰りましょ

う。環境に配慮して、洗
剤で洗うのは帰宅後に。

くっつき防止に油か
酢。弱火ゾーンも
設けて。

食器の汚れは
新聞紙でふく。

凍らせたペットボトル
などで冷たさキープ。

外で食べるとおいしさ格別！♪
♪

♪

バーベキューを楽しもう！
出発前のひと工夫

焼き方のコツ

アイデアメニュー デザート

後片付け

※ペットボトルは破裂防
止のため、一度開けて中
身を少し出してから凍ら
せましょう。炭酸はNG。
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敬 老 の 日

❶�米は洗って、2合の目盛に水加減し
て置いておく。
❷�さつまいもはたわしでよく洗って、

皮付きのまま1.5cm角に切り、水に
さらす。水気をきって①に入れ、み
りん、塩も加えて混ぜ、炊飯する。

新米の場合は水
加 減 を 少 な め
に。 炊 飯 機 能
付きの機種なら

「 ご は ん 」の ボ
タンを押すだけ

で、自動的においしいご飯が炊き上がり
ます。専用の炊飯釜を使うのがおすすめ。

❸�炊き上がったらさっくりと混ぜて盛り付
け、黒ごま塩をかけていただく。

❶�小麦粉と塩をボウルに入れて混ぜ、水を加え
ながら手で混ぜていく。粉に水がまわったら
こねて、ひとまとめにする。ぬれふきんをか
けて30分くらい寝かせる。

気温などにより水
加減が多少変わっ
てきます。耳たぶ
くらいのやわらか
さになるように調
整してください。

❷�干ししいたけは水で戻しておく。戻ったら水
気をきって軸を除き、千切りにする。

❸�ごぼうは皮を包丁の背でこそぎ、洗ってささ
がきにし、酢水にさらす。

❹�にんじんは短冊切りにする。
❺里芋は洗って皮をむき、大きいものは一口大 

　に切って、水にさらす。
❻ねぎは小口切りにする。
❼�油揚げは熱湯を両面にかけて油抜きし、縦半

分に切ってから細切りにする。
❽�出汁に②〜⑤（ごぼうと里芋は水気をきって）

を入れて、野菜がやわらかくなるまで煮る。
Aの塩としょうゆで味
をつける。

❾�①の生地を棒状にのば
し、2cmくらいにちぎっ
て手のひらで薄くのば
し、⑧に入れていく。

❿�5分煮て、⑦を加えてさ
らに5分くらい煮て、味
をみて調える。ねぎを
加えてできあがり。

● 米 ───────────── 2合
● さつまいも ─── 1本（200gくらい）
● みりん ───────── 大さじ1
● 塩 ────────── 小さじ1/2
● 黒ごま塩 ────────── 適量

生地　● 小麦粉 ────── 200g
　　　● 塩 ────── 小さじ1/2
　　　● 水 ────── 1/2カップ

● 干ししいたけ ───────2枚
● ごぼう ───────── 1/4本
● にんじん ──────── 30g
● 里芋 ──────────小4個
● ねぎ ────────── 1/3本
● 油揚げ ──────────1枚
● 出汁 ─────────8カップ

A　● 塩 ─────── 小さじ1/2
　　● しょうゆ ─────大さじ1

さつまいもご飯

すいとん� 材料（4人分）

材料（4人分）

作り方 作り方
約45分

〔調理時間〕

約45分
〔調理時間〕339kcal

〔1人分〕

253kcal
〔1人分〕

（寝かせる時間を除く）

おじいちゃん、おばあちゃんと
料理を作ろう!

PO INT

〔監修〕江上料理学院


