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プチくらしの森 Vol.75

ホームページでご応募の場合

銅版画／髙宮城 都江

伊藤忠エネクスホームライフHP（http://www.enexhl.
jp/）の「プチくらしの森 読者プレゼン
ト」をクリックして、今号のキーワード

「キッチン風水」を入力してください。
スマートフォンからも応募できます。
右のバーコードからアクセスしてくだ
さい。

抽選で当たる素敵なプレ
ゼントをご用意しております
ので、ふるってご応募ください。
締切は2018年1月31日（水）必着で
す。なお、当選者の発表は、賞品の
発送をもって代えさせていただきます。
※実際の賞品は写真と異なる場合があります
※プレゼントは選べません。いずれかを事務局で 
　選ばせていただきます

自然素材の力で足
裏の水分を素早く
吸収し快適！
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soil
珪藻土BATH MAT（白）

空気の汚れも蚊も取れ
る！ 蚊取り機能付き空
気清浄機

パナソニック
目もとエステ
EH-SW65
たっぷりのスチーム
で乾燥しやすい目も
とを集中保湿
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空気清浄機
FU-GK50-B

2
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読者の広場

読者の投稿 大募集！
●最近、大笑いしたことを、本誌綴じ込みはがきにご記入のうえ、ご郵
送ください。便せんなどにご記入のうえ、封筒でご応募いただくこともで
きます。掲載された方には3,000円相当のクオカードをお送りさせていた
だきます。掲載時に文章の手直しを行う場合があります。ご応募いただ
いたはがきなどは返却できません。

答えのの

①クマのマフラーの形②クマのスキー板の
色③タヌキの帽子の色④タヌキのしっぽの
有無⑤ウサギが振っている国旗の数

P10  LPガスクイズの答え

4年に1回の「定期供給設備点検」
「定期消費設備調査」は、法律
で義務付けられています。日程
の調整も応じてもらえますので、
ご協力をお願いします。

ガス漏れや事故を防ぐため、供
給設備(ガス容器からメーターま
で)の点検、消費設備(ガス機器
や配管など)の調査を、認定を受
けた事業者が無料で行います。

Q1の答え　　　　　─日にちを調
整して必ず受けてください。

Q2 の答え　　　　　─ ガス漏れ試験な
どの保安業務を無料で実施。

少しでも不安を感じたらLPガス販売店に連絡して、点検を依頼しましょう！

《 私 の さ さ や か な 楽 し み 》
 2ヵ月に一度行く病院の帰りに、一人で寿司屋さんに寄って
青魚のにぎりを食べること。一人でのんびりゆっくり過ごす
のが楽しみです。　　　　　  （宮城県・渡邊八千代さん）

美容院でのカラーリングです。年1 ～ 2回しか行けません
が、素敵なヘアスタイルにしてもらうことが、私にとっての
楽しみであり、ごほうびです。 （神奈川県・のりさん）

趣味でビーズ細工をしています。私の見た目とはギャップが
あるようで、女性に作品をプレゼントすると驚かれますが、
喜んでもらえます。 （長崎県・lyreさん）

フラム博士
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2018年 開運キッチン風水
ツキを呼ぶ！ ガスのくらしのインテリア術

新しい年を、より良い年にするために…。使い方やインテリアの一工夫で運気が
上がる、キッチンの風水術をご紹介します。

古代中国の人が編み出した、開運のため
の環境学です。万物は「木・火・土・金・水」
の5つの要素「五行」で成り立ち、運を
開くには、五行の自然の気（エネルギー）
を整えることが重要と考えられています。

風水って何？ 健康運と金運に影響するキッチン

コンロは掃除を徹底
吹きこぼれや油汚れ、
バーナー部分の目詰
まりは、邪気を燃や
す火の気の流れの妨
げに…。常にきれい
にしておきましょう。

火と水の間に花を飾る
火と水の気を調整するために、運気の
底上げをしてくれる植物を飾りましょ
う。花瓶は白い陶器製がおすすめです。

コンロ～シンクに
キッチンマットを敷く
コットンなど自然素材のマット
を敷くことで、強い火の気が調
和され、水から火へのエネル
ギーの流れがスムーズに。

食器は下向きに収納
食器棚は中が見えない扉付きが理想
的。ガラス扉の場合は、邪気が食器
の中に溜まらないよう伏せて収納しま
しょう。

ごみ箱はフタ付きが◎
汚れ・臭気は金運を下げる邪気その
もの。ごみ箱は“フタ付き”が鉄則です。
丈夫な木製・ステンレス製が吉。

蛇口の向きを変える
水道を使った後は、蛇口の向きをコン
ロの反対側へ。2つの気のエネルギーの
衝突をゆるやかにすることができます。

木…擦れて火になる/
　　土の養分を吸う
火…燃えて土になる/
　　金を溶かす
土… 金(鉱物)を生む/
　　水を吸収する
金…冷やすと露（水）になる/
　　木を切り倒す
水… 木を育てる/火を消す豊かで健やかな生活の基盤となる「食」

を作るキッチンは、「火（コンロ）」と「水
（シンク）」の相対する気が混在する場所。
この2つの気の流れをスムーズにすること
で、健康運と金運アップにつながります。

木

火

土金

水

五行のエネルギーと関係性
監修：直居 由美里 先生
風水建築デザイナー
由美里風水塾塾長

「人は住まいから発
展する」という理
念のもと、風水に
基づいた家づくり
を提案。テレビや
雑誌、講演会をは
じめ幅広く活躍中。
http://www.yumily.co.jp

全体運UP

全体運UP

健康運UP

健康運UP

金運UP

金運UP

2018年、おすすめの色は「オレンジ」「赤」「紫」

「オレンジ」「赤」「紫」

「オレンジ」「赤」「紫」

花やハーブ、

どんな植物でも

OK！
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第 12 回

会の高齢化で先進国でも増加傾向
少しずつ寒さも本格的になってきまし

た。冬といえば体調を崩しやすいシーズンで
すが、特に気をつけなくてはならないのが「肺
炎」です。2012年のデータでは、全世界で
310万人の方が肺炎で命を落としており、死
亡原因としては3位に位置する恐ろしい病気
です。医学の発達とともに、先進国では肺炎
で命を落とすことは少なくなってきたと思わ
れがちですが、高齢化社会の進行により、肺
炎で入院する人は先進国では増加傾向にあり
ます。また、働き盛りの世代でも1,000人あ
たり11人の方が肺炎になっており、その特徴
や予防法を是非知っておいていただきたいと
思います。
　まず、肺炎にかかりやすい人の特徴ですが、
喫煙歴・過去の喫煙歴が長い、大酒家（ビー
ル2lまたは焼酎400mlまたは日本酒4合以上
を毎日飲む）、痩せ型体質、10人以上で生活
している、病院に頻繁に通っている、子ども
と接触する機会が多い、などが挙げられます。
また、65歳以上で肺炎にかかって入院した場
合、10％の人が30日以内に死亡することがわ
かっています。65歳以上で上記が当てはまる
人は、生活習慣を改めたり後に挙げる予防法
を実践したりするなど、特に注意が必要です。

防にはワクチン摂取が有効
次に、肺炎の病因ですが、肺炎球菌・

マイコプラズマ・インフルエンザウイルスの
順に多いとされています。マイコプラズマが
原因の場合は重症化しにくいのですが、肺炎
球菌やインフルエンザでは重症化しやすく、
特に注意が必要です。幸いなことに、現代医
学の発達により、肺炎球菌ワクチンと、イン
フルエンザワクチンはすでに開発されており、
実際にこれらのワクチンが用いられるように
なってから、肺炎患者の数は減少傾向になっ
たということも明らかになっています。
　そこで、予防医学の最先端であるアメリカ
疾病予防管理センター（CDC）では、肺炎での
死亡者を１人でも減らすために、65歳以上の
すべての人、慢性疾患、免疫不全、または喫
煙している19〜 64歳の人に肺炎球菌ワクチ
ンの摂取を、6ヵ月以上のすべての人にイン
フルエンザワクチンの摂取を勧めています。
　これからますます寒くなります。うがい手
洗いに加え、生活習慣の改善や、ワクチンの
摂取を積極的に行い、万全の体調で厳しい冬
を乗り越えましょう。

社

W i n t e r 季節の健康 コ ラ ム
S e a s o n a l  h e a l t h  

体調を崩しやすい冬
『肺炎』に要注意

温かいお酒の楽しみ方

学校法人 杏林学園 産業医
医学博士    植地 貴弘さん

予

ホットドリンクが恋しい冬…。お酒の中でも赤ワインと日
本酒は温めても美味しく、体温を上げる効果が期待でき
ます。気軽に挑戦でき、健康・美容にも良いこと
いっぱい！温かいお酒の楽しみ方をご紹介します。

ゆずしょうが酒：温かい日本酒は“ちょい足
し”で飲みやすく。体を芯から温め、保温効
果も抜群。寝つきも良くなります。

材料と作り方（1人分目安）
・日本酒…1合（180ml）　・ゆず茶…小さじ2
・おろししょうが…小さじ1
⇒燗をつけた日本酒に、ゆず茶とおろししょ
   うがを入れてかき混ぜる。

日本酒…美肌効果　
ゆず…疲労回復効果
しょうが…血行促進効果

お燗は湯せんがおすすめ
電子レンジよりも、湯せ
んの方がゆっくりとむら
なく熱が入るため、お酒
の保温性が高まり、香り
も飛びにくくなります。

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。また、過度の飲酒は体への
   負担になります。体質や体調に合わせ、量を調整して楽しみましょう。

材料と作り方（1人分目安）

赤ワイン…抗酸化作用
オレンジ…血管を丈夫にする効果
はちみつ…のどの保湿・保護効果
シナモン…血行促進効果
スターアニス…健胃・整腸効果

・赤ワイン……180ml  ・オレンジの輪切り……2枚
・はちみつ…小さじ1  ・シナモンスティック…1本
・スターアニス（八角）………………………… 1個
⇒小鍋にすべての材料を入れて弱火にかけ、沸騰
   手前まで温める。

風邪の予防、
引き始めに
おすすめ

グリューワイン：欧米では冬の飲み物として定番。フルーツ
とスパイスの華やかな香りで、リラックス効果を得られます。

温かい赤ワイン

温かい日本酒

冷え・むくみ、
乾燥肌の緩和に

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。また、過度の飲酒は体への
   負担になります。体質や体調に合わせ、量を調整して楽しみましょう。

心も体もホッと和む
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季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理学院

材 料／ 4人分
えび ……………… 4尾
たら ……………… 2切
豚ロース
しゃぶしゃぶ用…200ｇ
鶏もも肉………… 1枚
白菜……………１/4個
ね ぎ ……………… 1本

えびは背わたを除く。たらと鶏も
も肉は1口大に切る。
野菜と豆腐は食べやすく切る。
鍋に出汁を入れて煮立て、塩、
酒を加えて、火の通りにくい具材
から入れて煮る。
好みのつけだれでいただく。

作り方

撮影協力/UTUWA

人参…………１/2本
春菊…………１/2束
生椎茸 ……… ４枚
豆腐……………１丁
出汁…５～６カップ
塩………小さじ１/２
酒…………大さじ３

材料／ 4人分
餅…………… 4個   　 三つ葉…………… 適量

ガーリックしょうゆだれでお雑煮シメは…

作り方
器に焼いた餅と三つ葉を入れて鍋つゆをそそぎ、
ガーリックしょうゆだれを加える。

梅干し（種を除いてたたく）…………2個
砂糖………………………………小さじ１ 
しょうゆ………………………… 大さじ１
出汁………………………………大さじ３
 すべて混ぜる

つけだれ4種類の作り方（すべて4人分）

寄 せ鍋

つけだれで楽し
一度にたくさんの味わいで大満足!!

梅だれ

四川ごまだれ

ガーリックしょうゆだれ

エスニックだれ

ねり胡麻…大さじ２      みそ…小さじ２
豆板醤……………………………大さじ１
ねぎみじん切……………………大さじ１
酢……大さじ１・１/２　おろし生姜…少々 
しょうゆ … 大さじ１  砂糖……小さじ２
ごま油……………………………大さじ１
 すべて混ぜる

にんにく薄切………………………… 2片
生姜薄切 …………………………… ５ｇ     
しょうゆ………………………１/4カップ    
酢 ……………………………… 大さじ２
 すべて合わせて容器に入れ一晩おく

ナムプラー………………………大さじ２  
レモン汁…………………………大さじ１
水………大さじ３    砂糖………小さじ１
ねぎみじん切…………………… 小さじ１
おろしにんにく…………………… …少々
赤唐辛子みじん切……………………少々
パクチーみじん切 ………………… 適量
 すべて混ぜる

1.

2.
3.

4.

つけだれで楽し  む鍋
調理時間
約20分

（寄せ鍋のみ）

カロリー
約424kcal

つけだれで楽し
一度にたくさんの味わいで大満足
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　ブラックホールのように全ての光を吸
収する黒は、重さと固さを感じる色で
す。同じ重さの物でも白は軽く、黒は重
く感じることから、引越し業界では白い
ダンボールが使われ、スポーツジムでは
黒いダンベルが使われます。また、黒は
白よりも小さく見えることから、囲碁で
は見た目のバランスをとるために、白石
よりも黒石の方が少しだけ大きく作られ
ています。
　黒が好きな方は意志が強い合理的なタ
イプ。黒が気になる時は自分の感情を抑
え込みがちなど、周囲からの影響をブロ
ックして自分を守りたい時かもしれません。

　年末が近づくと、勤務先の総務部門から
年末調整にまつわる書類提出を求められま
す。扶養家族の有無や、配偶者の収入など
を記載しますが、生命保険に加入している
人は、生命保険料控除の欄も記入し証明書
を添付します。
　生命保険料控除とは、対象となる保険商
品に加入している場合、保険料に応じて所
得税や住民税が減額される制度です。年収
400万円・所得税率5%の人が年間8万円の
保険料を支払っている場合、所得税2,000
円、住民税2,800円の減税が受けられます。
　生命保険料控除をしてもらうための証明
書は、各保険会社より10月頃に郵送で送ら
れてきます。一方、勤務先の総務部門が年
末調整にまつわる書類を集め始めるのは11
～ 12月にかけて。その頃には、保険の控
除証明書を紛失してしまった、という人も
いるかもしれません。
　こうした場合、実は、確定申告を行うこ
とで同様の減税を受けることができます。

　今、手元に生命保険料控除証明書がない
という方も、落ち込まなくて大丈夫です。
まず、保険会社に連絡をして、生命保険料
控除証明書の再発行をお願いしてくださ
い。混み具合にもよりますが、通常１週間

　闇や恐怖を連想する黒は、昔はネガテ
ィブな印象の強い色でした。「ブラック
企業」や「腹黒い」という言葉があるよ
うに、悪いものを象徴する時にもよく使
われます。しかし、ファッションやイン
テリアでおしゃれに使われるようにな
り、今ではモダンでスタイリッシュなイ
メージもあります。
　実は、髪や目の色が黒い日本人は黒が
よく似合います。和食や和菓子も黒との
相性が良く日本人とは縁の深い色です。
東洋医学では、冬は黒い食べ物（黒豆・
黒ごま・ひじき・海苔など）を食べると
「腎」を癒やし、体に良いとされています。

味方につけたい色のチカラ

何色にも染まらない強さ

◆証明書到着は10月、会社提出は11月

◆証明書は再発行してもらえる

おしゃれでスタイリッシュな色

色は、目で見るだけでなく、体全体でも感じることができます。
正しく知って使って、色のチカラを活用しましょう！

お金のプロが教える

家計管理術
風呂内 亜矢さん
1級ファイナンシャルプラン
ニング技能士／ CFP®認定
者／宅地建物取引士／住宅
ローンアドバイザー

カラーセラピスト  
やなぎ けんじさん
カラーセラピーランド
http://www.i-iro.com/運営

正しく知って使って、パワーアップ！
最終回
黒

正しい黒の使い
方

使いすぎると重たい印象になるので、白

やベージュなどの明るい色を組み合わせ

てバランスを取りましょう。アクセント

として赤などの鮮やかな色味を少しだけ

プラスするのもおすすめ。

落ち着きのある
黒はフォーマル
な場所にぴった
り。明るい色を
組み合わせれば
カジュアルさも
出せる。

黒は頑なで威圧
的な印象を与え
るので、挨拶や
謝罪の時の服は
穏やかなライト
グレーを選ぼう。

黒いアイテムは、
重厚感や高級感の
ある印象を与える。

書類と認印を持って
税務署へ!!

2018年 年明け

味方につけたい色のチカラ生命保険料控除証明書、
出し忘れても間に合います

第1 回

程度で再度、証明書を受け取ることができ
ます。
　生命保険料控除証明書を受け取ったら、
年明けに、源泉徴収票、認印も一緒に持っ
て、管轄の税務署に行きましょう。確定申
告書は、書き方を教わりながら作成するこ
ともできます。２月中の日曜日に２日程度、
開署する税務署もあります。
　確定申告に慣れている人は、自宅のパソ
コンから国税庁の「確定申告書等作成コー
ナー」にアクセスし、源泉徴収票や生命保
険料控除証明書に記載の内容を入力するこ
とで、提出書類を作成することができます。
プリントアウトして、投函するだけで手続
きを済ませることができます。
　証明書を受け取る時期と提出する時期が
ずれるため、書類を紛失しあきらめてしま
う人もいるかもしれませんが、確定申告で
も同様の手続きがとれることを知っておく
と、がっかりせずに済みますね。

証明書をなく
しちゃった…

2017年 年末 再発行を
お願い
します！

やさしい
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5個

LP ガスクイズ・まち
がい探しの答えは裏
表紙にあります

安全安心のための
定期点検・調査 おさらい 初詣の作法

新しい年、祈願成就のために

ガス機器の異常や不調に関わらず定期的に行われる
点検や調査。いつ、何のために行われるのでしょうか？

お正月の恒例行事、初詣。参拝にもルールやマナーがある
のを知っていますか？今回は、初詣のお願い事が叶うよう、
神社での参拝の作法をおさらいしましょう。

1.  柄
ひしゃく

杓に水を汲み 、
   左手→右手の順番   
   で水をかける
2. 左手に水を受け、口をすすぐ
3. 口をつけた左手を洗い流す
4. 柄杓を縦に持ち、   
   柄の部分を 洗い流す
5. 柄 杓 を元の場所に  
    伏せて戻す

1. 2回深いおじぎをする
2. 両手を胸の前で合わ
　せ、右手を少し下にず
　らして2回拍手

3. 両手を合わせて祈る
4. 一礼をして終了
※寺院では 拍 手 せ ず、一礼して
　から胸の前で静かに合掌する
※神社によって作法が異なる場 合
　もあるのでお参りの前に確認を

ガスの定期点検の案内が届
いたけど、忙しくて対応で
きないかも……。
断っても大丈夫？

一、鳥居をくぐる
鳥居の手前で一旦足を止めて衣服を整え、
一礼してから鳥居をくぐります。寺院の山
門も同様に。

二、参道を歩く
参道の中央は神様の通り道です。中央を
避けて歩きましょう。

三、手
ちょうずや・てみずや

水 舎で身を清める
参道の脇にある手水舎で手を洗い、口を
すすいで、参拝の前に身を清めます。

我が家のガス機器は問題
なく使えているのに、
何を点検するの？
いくらかかるの？

Q1 Q2

四、賽銭を奉納する
賽銭を静かに入れ、鈴を鳴らして神様に来
訪を告げます。

五、お参りをする
神と人が一体となり、その力を体得するた
めの儀式「二礼二拍手一礼」を行い、お
参りをします。お願い事は、自分の名前と
住所を名乗り、神様に感謝の意を伝えて
からにしましょう。

六、鳥居を出る
始めと同様に参道を歩いて戻ります。鳥居
まで来たら立ち止まり、拝殿に向かって一
礼してから外に出ます。

手水舎の
作法

二礼二拍手

一礼の作法
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