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防災の基礎知識
万が一のときのためにおさらいを

夏から秋に頻発する台風、いつ発生するかわからない地震等の自然災害……。災害情報の用語
や災害レベルに合った行動について、知識・対策は十分ですか？ 今号では、防災の基礎知識
と合わせ、万が一のときの備えになるガス機器を紹介します。

風速40m/s ～
多くの樹木や電柱は倒れ
る恐れがある。家屋の倒
壊も始まる。
風速30m/s ～
屋外での行動は極めて危
険な状態。走行中のトラッ
クは横転の恐れがある。
風速20m/s ～
何かにつかまっていない
と立っているのが難しくな
る。飛来物に注意！
風速15～20m/s
風に向かって歩けなくな
り、転倒する人も。雨戸や
シャッターが揺れる。

例年、夏の終わり頃から全国で猛
威を振るう台風。報道などでよく
聞く「台風の大きさ」は強風域の
半径、「台風の強さ」は中心付近の
最大風速で規模を区分しています。

停電対応ユニットと接続可能な「停電モード」を搭載
したガス給湯器が便利。停電時でもガスと水道が使用
できれば、応急的にお湯を使うことができるように！

ガスを燃料に自宅で
発電し、同時にお湯
もつくれる家庭用燃
料電池。自立運転機
能付きタイプなら、
停電時でも最大700W
まで電気を使うこと
ができます。

停電対応ユニット
を介し、自動車の
バッテリーから電
力を得て、応急的
な給湯が可能にな
ります。

※数値は一例です。製品の種類、使用方法により異なります。エネファーム type Sエコジョーズ RVD-Eシリーズ 停電対応ユニット（別売り）

液晶テレビ32型
約150W

約20W 約40W 約180W

約15W

卓上LED照明 扇風機 温水暖房

携帯電話の充電

＋

震度は「揺れの大きさ」、マグニチュードは「地震の規模（その
地震自体のエネルギー値）」のことを指します。同じ場所で起き
た地震でも、マグニチュードの値しだいで震度が異なります。

水害や土砂災害時の避難情報の発令は、5段階の「警戒レベル」に基づいて運用されます。

・震源が同じでマグニチュードが違う地震のイメージ

・風速の単位「m/s」は、1秒間に進む速さを表します。
　風速15m/sなら、1秒間に15m進む速さの風です。

「台風」の気象用語、
正しく理解していますか？

「震度」と「マグニチュード」の違い、きちんと説明できますか？

避難情報に関係する「警戒レベル」の違い、知っていますか？

台風の強さ

台風の大きさ

最大風速

停電時も給湯可能なガス給湯器 家庭用燃料電池で停電中も電気使用可能に

風速と影響

猛烈な

非常に強い

強い

表現
なし

54m/s

33m/s

44m/s

大型
500km以上〜
800km未満 800km以上

超大型

!

!

!

× ×

M7.0 M7.2

マグニチュードが0.2上がると
エネルギーは倍になる

震度
5

震度
7

震度
3

震度
5

震度
1

震度
3

震度
1

震度
3

震度
3

震度
5

警戒レベル とるべき行動 避難情報

警戒レベル5
すでに災害が発生している状態

命を守るための最善の行動をとる 災害発生情報

警戒レベル4 全員避難 避難勧告・避難指示（緊急）

警戒レベル3 高齢者・障がい者・乳幼児などと
その支援者は避難、その他の住民は準備 避難準備・高齢者等避難開始

警戒レベル2 避難に備え、ハザードマップなどにより、
自らの避難行動を確認 洪水注意報・大雨注意報

警戒レベル1 防災気象情報などの最新情報に
注意するなど、災害への心構えを高める 早期注意情報（警報級の可能性）

災害時に頼れるガス機器があります！

ガスと水道が使用可能なら
給湯できる！

700Wで
何が
できる？

震源
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レ」というロコモ予防の簡易的なトレーニン
グが推奨されています。トレーニングは続け
ることで効果が発揮されるため、ロコトレは
短時間・継続的に行える片脚立ちとスクワッ
トの2つのみ。毎日無理なく続けやすいトレ
ーニングメニューになっています。
　留意点として、ロコモの治療では、骨粗し
ょう症、変形性膝関節症などの運動器疾患が
みられる場合、それぞれの疾患の治療も合わ
せて行う必要があります。関節の痛みや炎症
が気になる方は整形外科を受診し、主治医と
相談しながらロコトレを行いましょう。

第 19 回

しい概念 運動器症候群
高齢化社会を迎えている日本では、平

均寿命が約80歳を超え、運動器の障害によ
って日常生活に支援や介護を必要とする方が
増加しています。実際に、要介護状態となる
原因として大きな割合を占めているのが、運
動器の障害としてまとめられる「衰弱」「骨折・
転倒」「関節疾患」です。このことから、運動
器障害の予防は、健康寿命を延ばすための秘
けつになるといわれています。
　日本整形外科学会は2007年に「運動器は加
齢や疾病によってその機能が低下し、転倒や
要介護状態などの好ましくない健康アウトカ
ム（結果）に結びつくため、早期からの医学的
な評価と対策が必要である」と発表しました。
ここで合わせて提唱されたのが、「ロコモティ
ブシンドローム（運動器症候群）：通称『ロコ
モ』」という新しい概念です。

肢筋力の強化が大切
1994年、米国の権威ある医学誌に掲

載された論文により、要介護の老人ホーム入
居者（平均87歳）に下肢の筋力増強トレーニ
ングを続けさせたところ、下肢の筋力が2倍
になったことが報告されました。それだけで
なく、自発的な身体活動量が30％増えたと
いう結果も明らかにされています。
　こうした研究をもとに、現在では「ロコト

A u t u m n 季節の健康 コ ラ ム
S e a s o n a l  h e a l t h  

ロコモティブ
　シンドローム

健康寿命を延ばすために対策を

医学博士　植地 貴弘さん

下

これからの季節、食欲の秋で体重増加が気になったり、
季節の変わり目で体調を崩しがちだったりする人も多いのでは？ 
毎日の食事で体の中から調子を整える“菌活”を始めましょう！

身体に良い効果をもたらし、腸内環境を整える働きを
する菌を積極的に取り入れる食生活のことです。腸内
環境が整うと便通が良くなるため、代謝や免疫力が
アップ！ カゼ予防やアレルギーの改善、ダイエット効
果や美肌効果も望めます。

そもそも、きのこ自体が“菌
類”。食物繊維豊富で、低
カロリーなのもうれしい！

発酵食品に欠かせない
菌で、酵素を豊富に含
みます。みそや甘酒は
体を温める効果も◎。

□ 片脚立ちで靴下をはけない
□ 家の中でつまずいたりすべったりする
□ 階段を上るときに手すりが必要
□ 家庭でのやや重い仕事が困難
□ 2kg程度（ペットボトル <大>程度）の
    買い物をすると、持ち帰るのが困難
□ 15分くらい続けて歩くことができない
□ 横断歩道を青信号のうちに渡りきれない

一つでも当てはまるようなら、要注意。
「ロコトレ」を始めましょう！

11ページで紹介しています＞＞

ロコモリスクを簡単チェック
「ロコチェック」

菌を摂取しても、数日で便と
して体外に出てしまいます。
少しずつでも、毎日継続して
取り組むと効果的です。

キムチ納豆、きのこのクリーム
スープなど、複数の菌を組み合
わせた献立なら、相乗効果を期
待できます！

菌以外の食品もバランス良く
食べること！ また、胃腸に負
担をかけないよう、日ごろか
ら腹八分目を心がけて。

整腸作用／美肌効果

整腸作用／うま味成分UP

整腸作用／抗アレルギー作用

血液サラサラ効果／骨の強化

消化吸収を助け、病気への抵
抗力をアップさせる、腸内の
善玉菌を増やしてくれます。

血栓を溶かす作用、骨を丈夫
にするビタミンKを産生する働
きのほか、乳酸菌を増殖させ
る効果もあります。

・きのこ全般

・塩こうじ・みそ・しょうゆ・酢・甘酒・漬け物

・ヨーグルト  ・チーズ   ・キムチ   ・ぬか漬け

・納豆

次ページで、きのこを使うレシピを紹介しています！

代表的な食品

代表的な食品

代表的な食品

代表的な食品

“菌活”
 とは？

きのこ

こうじ菌

□毎日続けること □菌を組み合わせて摂取 □食べ過ぎない

乳酸菌

納豆菌

おいしく食べられる菌は身近にいっぱい!!

“菌活”を効率的に行うポイントやコツは？

“菌活”のすすめ
体の中から元気にキレイに

新
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マッシュルーム、生しいたけは軸を除く。
にんにくはスライスする。
小さめのフライパンにオリーブ油とに
んにくを入れて弱火にかけ、香りが出
てきたら、①の軸を切った方を上にし
て並べる。
その上に生ハムをちぎってのせ、Aをふ
り、フタをして弱火で蒸し焼きにする。
きのこがしんなりしたら、パセリをち
らし、好みでカイエンヌペッパーまた
は一味唐辛子をふり、レモンを添える。

きのこは石づきを除き、食べやすい大きさに切る。
栗は鬼皮と渋皮をむく。
ベーコンは1cm幅に切る。玉ねぎは薄切にする。
フライパンにバターをあたため、③を焦がさないように炒める。
小麦粉をふり入れて混ぜながら炒め、水を少しずつ加えながらのばしていく。
コンソメキューブと①、②を加えてフタをして弱火でゆっくり煮込む。
生クリームを加えて、味をみて塩、こしょうで調える。バターライス
とともに盛りつける。

きのこは石づきを除き、食べやすい大きさに切る。
長ねぎは3cm長さのぶつ切りにする。にんにくはつぶす。
カリフラワーは小房に分ける。
レモンは4枚スライスし、残りは汁を絞る。
厚手の鍋にオリーブ油と②を入れて火にかけ、香りが出た
らAと③を加えてフタをして２～ 3分煮る。①も加えてフタ
をして弱火で２～ 3分煮る。
火を止め、レモン汁を加えて味をみて調え、器に盛りつけ、
レモンスライスをあしらう。

作り方

作り方

作り方

季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理学院
秋のきのこレシピ
味わいも食感もさまざま

  きのこのセゴビア風

いろいろきのこの
ギリシア風マリネ

きのこと栗の
クリーム煮ライス

マッシュルーム(大)	 10個
生しいたけ	 8個
にんにく	 大1片
生ハム	 30g
オリーブ油	 大さじ2
　　塩、こしょう	 少々
　　白ワイン	 大さじ2
パセリ（みじん切り）	 少々
カイエンヌペッパーまたは一味唐辛子（好みで）	 適宜
レモン（くし切り）	 適量

きのこ	 200g
栗	 6個
ベーコン	 2枚
玉ねぎ	 1/2個
バター	 15g
小麦粉	 大さじ１・1/2
水	 3/4カップ
コンソメキューブ	 1個
生クリーム	 1/2カップ
塩、こしょう	 少々
パセリ入り
バターライス	 適量

きのこ	 200g
長ねぎ	 1/2本
にんにく	 大1片
カリフラワー	 80g
レモン	 1個
オリーブ油	 大さじ２

白ワイン	 大さじ３
水	 1/2カップ
コンソメ顆粒	 小さじ１
塩、こしょう	 少々
タイム、ローリエなど
好みのハーブ	 適量

材料（2人分）

材料（2人分）

材料（2人分）

調理時間	約20分

調理時間	
約20分

調理時間	約25分

約186kcal

約195 kcal

約638kcal

カロリー
(1人あたり)	

カロリー（1人あたり）	

カロリー (1人あたり)	

エリンギ、
まいたけ、

マッシュルーム
など

エリンギ、
しめじ、

しいたけなど

A

撮影協力／UTUWA
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パズル
クロスワード

　今年から、相続に関する民法の改正が段階
的に施行されています。
　まず、今年の１月にすでに施行されている
のが「自筆証書遺言」の方式の緩和です。従来、
自分で書く遺言（自筆証書遺言）は、すべて手
書きで作成する必要がありました。しかし、
１月からは財産目録はパソコンや通帳のコピ
ーで代用できるようになっています（本文は手
書きで行う）。自筆証書遺言の場合、そのフォ
ーマットが法的に効力を満たす形式になってい
るか心配になるかもしれません。そうした場
合、来年7月からは、法務局に遺言書を預けら
れるようになるため、最低限のチェックをし
てもらえることが期待されます。
　また、遺された相続人らは法務局に遺言書
の存在の確認や、写しの交付を求めることも
できるようになり、情報が透明化され、偏り
なく自分の意思を伝えやすくなります。

　従来であれば、亡くなった人の銀行預金の
残高は、相続人全員の合意がなければ引き出

◆遺言書が作りやすく・伝えやすく

◆配偶者居住権や介護の寄与分への配慮

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

楽しく解いて脳をリフレッシュ！

相続に関する民法改正、
どんな内容？

第 8 回

すことができませんでした。今年の７月からは、
葬儀費などに対応する意味も含めて一定の金額
を単独の相続人でも引き出すことができるよう
になりました。
　同じく７月からは婚姻 20 年以上の夫婦で配
偶者に自宅の贈与が行われた場合、相続時に
はその贈与をカウントしないというルールが
施行。このことによって、本人が亡くなり相
続が発生した際、生前に自宅の贈与を受けて
いる配偶者の遺産分割における取り分が多く
なります。そして、来年４月からは配偶者居
住権が新設され、残された配偶者が終身また
は一定期間、無償で自宅に住み続けられるよ
うにもなります。
　さらに同じく7月から、長男の嫁など、亡くな
った人の相続人以外の親族が無償で療養看護等
を行った場合に、相続人に対し金銭の請求がで
きるようになっています。
　これらは、高齢化比率が高まる中で、財産の
移動や相続でトラブルを軽減するための法改正
といえます。新たな原則や適用できるルールを
把握しておくと心強いですね。

やさしい

Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は？

香りが
たまらない！

Crossword 
Puzzle

Q.

ヨコのカギ
1.「坊主憎けりゃ〇〇まで憎い」
3. 体の一部分。広かったり、売ったり、火が出たりします
5. 形がゆがんだり曲がったりしていること
7.「菌」を訓読みすると？
9. 空が高く澄み渡る良い季節、この動物も肥えるそう  
 11. 厳しく指導されます。〇〇〇〇教育

遺　産

・自宅の贈与と配偶者居住権

Before After

生活費がなくて
不安

居住建物
として評価
2,000万

居住建物
として評価
2,000万

配偶者居住権として評価
1,000万

負担付所有権として評価
1,000万

預貯金など
3,000万

預貯金など
2,500万

預貯金など
500万

預貯金など
1,500万

預貯金など
1,500万

1. 今年は9月16日。何の日？
2. 行いが悪いと、身から出ることも!?
4. 得意な技や芸のこと。「十八番」と書くのは
　　歌舞伎用語から
6. 今年の十五夜は9月13日。きれいに見	えるかな？
8. 気体や液体を送りこむ管状の部品
 10. 数や量が多いこと。〇〇コミ⇔ミニコミ

下のヒントをもとに、
すべてのマスを
埋めましょう

1

5 6

9

7	
B

C

A B C D

A
11

10

8

43

タテのカギ

左の絵と右の絵では、
違うところが6個
あります。さあ、何個
見つけられるかな？

ヒント

2

D

妻

妻

夫

子
子
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立っているときに、脚
のひざから下をお尻に
向かって上げるだけ！	
テンポ良く左右交互に
すばやく動かしましょう。

いつもより大股で歩く
だけ！	姿勢良く、つま
先から大きく踏み出し、
かかとで着地すること
を意識しましょう。

●机や壁などに片手
		または指をついて立つ
●良い姿勢で床につかない
　程度の片脚立ちをする

●肩幅より少し広く脚を広げて立つ。
		つま先は30度外側に
●ひざがつま先より出ないよう、お		
		尻を後ろに引いて身体を沈める。		
		ひざの向きはつま先と同じに

4ページの健康コラムでは「ロコモティブシンドローム」の解説をしています。
ここでは、予防のためのトレーニング「ロコトレ」を紹介します。

座りながら両ひざでクッ
ションをはさむだけ！	力
を入れる・抜くを3秒ず
つ繰り返して行います。

腕を高い位置で大き
く動かすだけ！	ポイ
ントは、腕を上下に
クロスさせて、肩か
ら回すように意識し
て腕を振ること。

歯をみがきながら……

洗い物をしながら…… 移動しながら……

仕事をしながら……

テレビを観ながら……

掃除をしながら……

◆脚の巻き上げ ◆大股歩き

①片脚立ち ②スクワット

◆クッションはさみ

◆肩まわし

脂肪燃焼・ヒップアップ・冷え予防 脂肪燃焼・体幹＆足腰の強化

点火できない!? 突然火が消えた!?
ガスコンロ使用時の注意点

ガスコンロの点火不良、あわてる前にまず確認を！解説

夫と子どもの
3人家族の主婦

あわてない
　　あわてない

イラスト・漫画／カマタミワ

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

安代さん
ガスコンロが点火できず困った安代さんでしたが、だんなさんの
機転のおかげであっさり解決。点火不良時の意外な見落としポイントとは？

毎日続けて、目指せ健康体!!

"ながら運動"ホントに
簡単・短時間

健康や美容のために運動をしようと思っても、忙しい日々の中ではなかなか続かないもの……。
そこで、ふだんの動作を行いながらできる“ながら運動”のアイデアを紹介します！

腕＆脇腹の引き締め・肩こり改善・代謝アップ 太もも＆お腹まわりの引き締め

深呼吸のペースで5～6回
1日3回

左右1分間ずつ
1日3回

乾電池式の場合は電池切れの可能性があります。しばらく電池を取り換えていなければ交換して
みましょう。また、2008 年以降製造のガスコンロには「Si センサー」が搭載されています。消
し忘れ防止のために一定時間を過ぎるとセンサーが作動して自動消火する（コンロ消し忘れ消火
機能）など、使用中でも安全のために火を止めてくれるガスコンロもあります。

実践
ロコトレ
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