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ガスの力で実りの秋に舌鼓

新米を味わいつくす！

フラム博士

ガスの力で
実りの秋に舌
鼓

新米を
味わい
つくす！

日本の “実りの秋” の象徴・新米が、９月頃か
ら全国で出回ります。粘り、甘み、香りが際立ち、
味わいが格別な新米をより美味しくいただくた
めの、とぎ方や炊き方のポイントを紹介します。

「新米」とは？

収穫された年の12月31日までに精米・包装された米
のことを、新米といいます。収穫されて間もない新
鮮な新米は、水
分を多く含んで
いる状態。その
ため、みずみず
しいツヤのあるご
飯に炊き上がり、
粘りもうまみも
抜群なのです！

ガスで炊くご飯が美味しい理由
ガスの強い火力が
美味しさの
秘けつ！
遠赤外線効果で
芯までふっくら
炊き上がる
冷めても水分を多く含
んだままだから、ツヤ
とやわらかさをキープ

ガスの炎が鍋全体を
包み込み、短い時間で沸
騰するため、うまみ成分
がギュッと米に凝縮

高温で大きな対流が
起こり、一粒一粒まで
ムラなくしっかり加熱

冷めても
美味しい！

強火ですばやく炊くことで、高温の水分が米の
芯までいきわたり、デンプンが十分に糊化※

※ 加熱により吸水した米のデンプンが溶け出し、粘りけが出る現
象のこと。ふっくらとしたご飯に変わる条件になります。
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お米の正しい
とぎ方

1

精米技術が発達した現在は、
「とぐ」よりも「軽く洗う」
感覚でOK

土鍋でご飯を
炊いてみよう

ボウルに米を入れて水を注ぎ、手早く2 ～ 3度かき混ぜたら、
水を捨てる

2 水が切れたら、同じ方向に円を描くようにして15回程やさしくとぐ
3 ボウルに水をためて、とぎ汁を捨てる
4 2、3を3回程 繰り返す

じっくり、しっかりと熱が伝わる土鍋は
炊飯にぴったり。ふっくらとした炊きたて
はもちろん、鍋底のおこげも格別！

1 といだ米を30分程水に浸ける
2 1の水をよく切り、土鍋に入れ、浸水前の米と同量～1.2倍
3
4
5
6

程度の水を足す
（米２合［約300g］
の場合は水300g ～360g）

ふたをして約15分強火にかける

沸騰したら弱火にして、ふたをしたまま15分じっくり炊く

火を止めてそのまま15分蒸らしたら、ふたをあけ、しゃもじ

で底からひっくり返すようにして軽くほぐす
ふたをして再度5分蒸らす

ガス炊飯器を
使ってみよう

高火力だから早い！
ガスならではの高火
力で炊飯までの時間
が早い！
ガス栓につないで
直火で炊飯します

ボタン操作をするだけで、火加減はおまかせでOKのガス炊飯器。
いつでも手軽に、美味しい直火炊きのご飯を味わうことができます

炊飯メニューが豊富！

米の種類、やわらかさなど、
献立や好みに合わせて炊
き分けることができます

こんなに
便利！

ボタン操作で簡単に炊飯

火 加 減につきっきりになら
なくても、ボタン操 作のみ
で好みの炊き上 がりに！

炊飯時間の予約もOK

予約タイマー機能付きのガ
ス炊飯器なら、いつでも炊
きたてのご飯を味わえます
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Autumn

季 節 の 健康 コ ラ ム

エコな工夫で体感温度UP！

第 15 回

Seasonal health

秋冬インテリアへ衣替え

秋といえば、衣替えの季節です。洋服だけでなく、インテリアの衣替えもして
みませんか？ 室内も秋冬支度をして、心も体もほっこりあたたかく過ごしましょう。

食物繊維

の摂取と健康効果
医学博士

直される「第六の栄養素」
魚介類や野菜中心の日本食は健康的と
いわれますが、実は、白米（糖）や塩分を多
く含んでいます。一方、野菜、果物、ナッツ、
魚介類を多く含む地中海食は、心筋梗塞、脳
卒中、糖尿病のリスクを大きく減らすことが
明らかになっており、その中に多く含まれる
食物繊維が注目されています。
食物繊維は「人の消化酵素で消化されない
食物に含まれている難消化性成分」の総称で、
以前は「食べ物のカス」として扱われていまし
た。しかし、昨今は有害物質を体外に出す働
きが見直され、たんぱく質、糖質、脂質、ビ
タミン、ミネラルの五大栄養素に次ぐ「第六の
栄養素」として改めて脚光を浴びています。
研究が進み、心筋梗塞、糖尿病、高血圧、
高脂血症、肥満のリスクを下げることも明ら
かになりました。今日では、食物繊維が腸内
細菌叢に良い影響を与えることで免疫力を調
整し、花粉症のようなアレルギー反応を抑制
する可能性を探る研究も行われています。

見

プリメントでの摂取も有効
食物繊維は大きく分けて、不溶性食物
繊維と水溶性食物繊維があります。不溶性食
物繊維は水分を吸収して数倍から十数倍に膨
らみ、糞便量を増やすなどの効果をもたらし
ます。対して、水溶性食物繊維は粘着性によ
り胃腸内をゆっくり移動するので、小腸で他
の栄養素の消化・吸収を抑制したり阻止した

サ
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色使いの工夫で部屋をあたたかく
暖色系の空間と寒色系の空間では、色の視覚
効果により、体感温度が約３℃も変わるとい
われています。右の部屋よりも左の部屋の方
が、あたたかそうに感じませんか……？

植地 貴弘 さん

りする作用があり、血中コレステロール低下
や血糖値の改善に効果的です。
最近では食べる順番も重要視されています。
同じ栄養量(糖質量)の食事でも、食物繊維を
多く含む野菜を先に摂取し、炭水化物を最後
に摂取するだけで食後血糖値が抑えられるだ
けでなく、長期的には高血圧、高脂血症、肥
満の改善にもつながるのです。
日本人の食事摂取基準（2015 年版）では、
食物繊維の一日あたりの目標摂取量は、男
性 20g 以上、女性 18g 以上とされています。
しかしながら、食事だけでカバーするのは難
しく、どの世代も目標量の食物繊維を摂取で
きていないというのが実情です。
そこで、食物繊維を効率的に摂取できるよ
う、水溶性食物繊維がサプリメントとして多
く販売されています。最近では、先述した高
血圧、高脂血症、肥満を改善する作用を期待
して、低粘性・低甘味で溶けやすい水溶性食
物繊維である難消化性デキストリンが成分と
して含まれる特定保健用食品（トクホ）の商
品も増えてきています。健康維持のため、活
用してみてはいかがでしょうか。
主な食品100g中の食物繊維の量
・ワカメ
（乾燥）………… 68.9g

・ヒジキ
（乾燥）
………60.7g

・切り干し大根（乾燥）
…20.7g

・糸引き納豆………… 6.7g

・モロヘイヤ……………… 5.9g

・ゴボウ…………………5.7g

・蕎麦
（乾麺）
…………… 4.3g

・玄米………………… 3.0g

・カボチャ ………………  2.8g

・サツマイモ ………… 2.3g

・キャベツ  ……………… 1.8g

・リンゴ…………………1.5g

カーテン

部屋の雰囲気
一新！

ラグ

暖房効
果も
UP！
秋冬は、重厚感のある素材のカーテンを。
外気で冷やされた窓の冷気が室内に入りに
くくなり、暖房の効きも良くなります。

花と緑
季節の花の他、秋
冬はドライフラワー
もおすすめ。くすん
だ色合いとカサカサ
した風合いが、秋冬
らしいムードを演出
してくれます。

おしゃれ
アクセン な
トに♪

空間の印象を簡単
に変えられるラグ。
秋冬らしい色や素
材のものを選んで、
冷えやすい足もと
も、部屋の雰囲気
もあたたかく。

※床暖房の場合は効きが悪くなるので、敷く場所には注意を。

クッション

カバーリングで
楽しもう

手軽に行えるのが、色・柄
選びも楽しいクッションカ
バーの交換。肌あたりのや
わらかい素材や毛足の長い
素材で、秋冬仕様にシフト。

癒しの空間づくりを

照明器具を丸ごとではなく、電球
の交換だけなら照明の衣替えも簡
単です。黄色～オレンジ色の「電
球色」は、
気持ちがくつろぐ効果も。

照明
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季節の★★★

いっぱい食べても、
負担は少なく……

体がよろこぶ
食養生レシピ
簡単レシピ

監修／江上料理 学院

材料（2人分）

作り方

さんま……………………………２尾
塩、こしょう……………… …適量
きゅうり……………………1/4本
パプリカ
（赤・黄）
……………30g
玉ねぎ
（みじん切り）
…………20g
A
粒マスタード………小さじ1 ～２
ワインビネガー……大さじ1・1/2
塩、こしょう……………… 少々
オリーブ油…適量 ／ レモン…1/4個

1

塩気がなくても、
カレー風味で
美味しく食べられる
簡単ピクルス

麺状にスライスした
野菜を一緒に。
パスタの量を減らして
糖分オフ効果◎

カロリー
約 324 kcal

塩分
約 0.8 g

さんまはうろこをとり、頭を切り落とし、３つに切って
内臓を除く。洗って水気をふき、塩、こしょうをふる。

2 きゅうり、パプリカは３mm角に切る。その他の（A）と
混ぜ合わせてラビゴットソースをつくる。
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①の水気をペーパーでふき、フライパンにオリーブ 油
をあたため、両面をカリッと焼いて皿に盛り、②をかけ、
レモンを添える。
※きゅうりはピクルスやケッパーやラッキョウでも可。

野菜のスパイシーカレーピクルス

旬の青魚を、酢とマスタードを
効かせた塩分控えめのソースで

撮影協力／ UTUWA

調理時間
約20分

さんまのラビゴットソース

調理時間
約10分

（漬ける時間は除く）

カロリー
約 82 kcal

塩分
約 0.3 g

材料（2人分）

作り方

きゅうり…………………… 1/2本
セロリ……………… 1/2本
（50g）
にんじん…………………… 60g
酢………50㏄ ／ 水……50㏄
砂糖 ……………… 大さじ1/2
A コンソメ ………… 小さじ1/2
カレー粉 ………… 小さじ1/2
粒こしょう…５粒／ローリエ…１枚

1 きゅうり、セロリ、にんじんはスティック状に切る。
にんじんはラップに包んで電子レンジに40秒くらいか
2 ける。きゅうり、セロリと一緒に保存容器に入れる。
3 （A）を鍋に入れて合わせてひと煮立ちさせ、熱いうち
に②にそそぐ。冷めたらふたをして半日以上漬ける。

きのことシーフードのトマトパスタ
材料（2人分）

作り方

スパゲッティ………………80g
シーフードミックス……… 200g
しめじ……………… 1/2パック
え のき………………１パック
にんじん ………………… 60g
水菜……………………… 50g
にんにく…………………１片
トマトソースまたは
アラビアータソース………200g
オリーブオイル … … 大さじ１
塩 、こしょう…… … … … 少々
粗びき黒こしょう……… 適量

1

調理時間
約20分

カロリー
約 381 kcal

塩分
約1.4 g

しめじ、えのきは石づきを除いて、食べやすくほぐす。
にんじんはピーラーで 細 長 くスライスする。 水 菜 は
５ｃｍ程度の長さに切る。にんにくはみじん切りにする。

鍋にお湯をたっぷりと沸かし、塩（ 分 量外 ）を入 れて
2 スパゲッティを表示の時間ゆでる。

3

フライパンにオリーブ オイルとにんにくを入れて弱火
にかけ、香りが出たらトマトソースとシーフードミッ
クス、にんじん、水菜（葉は少し残しておく）、塩、こしょ
うを加えて強火にし、煮立ったら ②を加えて和え、味
をみてととのえる。器に盛りつけ、残しておいた水菜
をのせ、粗びき黒こしょうをふる。
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第 4回

楽しく解いて脳をリフレッシュ！

お金のプロが教える

やさしい

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

銀行選びと口座の整理
最近の動きとポイント

◆ 休眠預金等活用に口座維持手数料、

ついては 2007 年 9 月 30 日（郵政民営化）以

長く続く低金利など、銀行の経営が厳し

取引から 20 年 2 ヵ月を経過してしまうと、

動きある銀行まわり

い状況が続いています。口座の維持には人
手がかかっているため、海外では最低預入
金額を下回ると、口座の維持に手数料がか
かることも多いです。日本では無料である

前に預け入れた郵便貯金は、満期や最後の

払い戻しが受けられなくなってしまいます。

ます。少額だけ入れて、あまり活用してい

した、利用できる店舗が多いデビットカー

ない口座は、整理をする時期にきていると
いえそうです。

個人が保有する銀行口座を整理する必要

性を感じる動きは他にもあります。今年

ドを導入する銀行が増えています。

民間公益活動への融資などに活用されるこ

で利用できるサービスを備える銀行もあ

日からカウントするため、2019 年に初めて

などで利用できれば有利です。

口座になってからも、届け出をすることで

の資金を動かす方法が増えてきているた

やはり、口座の整理ドキといえそうです。

ば、ATM 手数料や口座維持の手数料など

外貨預金の残高をそのまま海外のお買い物

とになります。取引の履歴を 2009 年 1 月 1

り、円高時に購入した通貨をお土産の購入

休眠口座が発生することになります。休眠

デビットカードや手数料をかけず口座間

行に限らず、JA バンクやゆうちょ銀行も例
外ではありません。なお、ゆうちょ銀行に
の
口座
休眠 組み
仕

例えば……
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2009年1月31日に
最後の取引

め、必要な口座に限定して正しく活用すれ

B

C

D

ト
ヒン

秋晴れの空のもと、
楽しみましょう！

D
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B

9
A

ヨコのカギ
幸水、豊水、二十世紀などがあります
卵や貝、木の実の表面を覆っています
米を炊くこと
坂本龍馬の出身藩として有名
ベッド――、
ゴースト――、ダウン――、
共通する言葉は？
9. 季節の変わり目は、洋服もインテリアも
〇〇〇替えを

1.
3.
4.
5.
8.

タテのカギ
1. 昔から、
「秋〇〇は嫁に食わすな」といいます
2. 動物などを世話して育てること
3. 9月1日が「防災の日」なのは、1923年に発生
した〇〇〇〇大震災が由来
6. 秋の味覚を代表する青魚
7. タテの反対は？
8. 釣った魚をすくい上げる網。〇〇網

を回避できる可能性も高まっています。

まずは、自分が保有している口座をリス

トアップするところから始めてみましょう。

2019年2月1日より
以降10年間
取引ゼロ
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5

金する「定額自動入金サービス」を、手数

行されました。10年以上取引のない口座は、

休眠口座の動きはメガバンクやネット銀

A

また、ネット銀行では、毎月一定額を給

料無料で提供しているところも多いです。

解約やお金を引き出すことはできますが、

C

与振込口座などから当該銀行に自動的に入

（2018 年）
、休眠預金等活用に係る法律が施

Q. Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は？

4

一方、新しいサービスも生まれ始めて

VISAやJCBなどの国際ブランドをベースと

Crossword
Puzzle

3

2

個性的なサービスが多数登場！

います。従来のデビットカードとは違い、

は、口座維持手数料の導入が検討されてい

1

◆ 手数料カットの可能性も……。

ことが一般的でしたが、現在メガバンクで

クロスワード
パズル

下のヒントをもとに、
すべてのマスを
埋めましょう

休眠口座 へ

民間公益活動への
融資などへ
被災地支援
NPO 団体
ベンチャー企業
教育機関

左の絵と右の絵では、

5

個
違うところが
あります。さあ、何個
見つけられるかな？
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マンガで学ぶLPガス

ガスを正しく
お使いいただくために

万が一の時も慌てずに
地震とガスメーター
コーヒーブレイク中に地震が！ 揺れがおさまり、再びガスを使おうと
すると、なぜかガスがつきません。一体何があったのでしょうか……？

大好きな
コーヒーで
ホッとひと息♡

安代さん
夫と子どもの
3人家族の主婦

備えあれば 憂いなし

非常持ち出し袋の点検を！

9月1日は
防災の日

日頃から、家庭での災害時の備えは万全ですか？
「非常持ち出し袋を常備している」というだけでは
不十分。その中身には、使用に際し期限があるもの
も含まれているからです。定期的に行うべき、非常
持ち出し袋の点検ポイントをチェックしましょう。

家庭用非常持ち出し袋 中身リスト
乾 電 池 には使 用
推奨期限がありま
す。側面の表示で
確認を。懐中電灯
などにセット済の
ものも、長く放置
すると液漏れする
場合があるので注
意が必要！

貴重品（現金・通帳・印鑑・健康保険証など）
ヘルメット

ライターは特に使用期限はあり
ませんが、長い時間が経つと
自然にガスが抜けて使えなく
なることがあります。

軍手
マッチ・ライター
ろうそく
乾電池
懐中電灯

特に使用期限のな
いウェットティッシュ。
未開封でも時間が
経つと乾燥してし
まうので、適宜入
替えましょう。

解説

イラスト・漫画／カマタミワ

地震発生時、ガスメーターは止まります

ガス使用中に震度 5 相当以上の地震が起きると、ガスメーターは自動的にガス
を遮断します。お客様ご自身で行う復帰操作を確認しておきましょう。①器具
栓と未使用の元栓をすべて閉める②復帰ボタンを表示ランプが点灯するまで押
す③数分待ちランプが消えれば復帰完了。万一の時も、慌てずに対応を！
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復帰ボタン

表示ランプ
※メーターによってボ
タン、ランプの位置
は異なります。

簡易トイレの凝固
剤には使 用推 奨
期限があるので、
パッケージなどの
表示で確認を。

携帯用ラジオ
携帯電話の充電器

食料品は当然ながら
賞味期限があります。
期限が迫ったものは
消費して、新しいも
のに入替えを。

非常食（レトルト食品・缶詰・ビスケットなど）
飲料水
衣類・毛布

使用期限のある薬の他、絆創膏など
も長い間放置しておくと劣化します。

救急用品（絆創膏、消毒液、常備薬など）
衛生用品
（ウェットティッシュ・歯ブラシ・化粧品類・簡易トイレなど）
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