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空気清浄化計画!
花粉や黄砂が気になる春……

部屋がにおうのはなぜ?? 室内の空気も汚れている??

外から家に帰ったら
部屋着に着替える

朝一番に床の
拭き掃除を

換気はコツを
おさえて短時間で

最新レンジフードで油汚れを残さない！ ガス衣類乾燥機があれば室内干しも安心

面倒な掃除もラクラク

濡れたタオルを
振り回す！

いよいよ春本番。日に日に暖かくなるこの季節に気になるのが、
花粉や黄砂などの有害物質の飛来、生活臭や体臭などのニオイ。
毎日を快適に元気に過ごせるよう、
おうちの中の空気をきれいに保つためのポイントを紹介します。

汗や体臭、ゴミ、排水、タバコ……。さまざまな
ニオイが混在し、壁紙や布に染みついてしまうのです。

ちりやほこりなどの汚れは外からも入ってきます。
特に春は、花粉、黄砂、PM2.5の飛散量がピークに！

掃除でも役立つ重曹は消臭効果も
あり！小瓶などの容器に入れて置
き型の消臭剤にしたり、ゴミ箱に直
接ふりかけたりして使えます。スプ
レーを作れば布類にも使用可能に。

衣服に付着した汚れを
室内に入る前に手で軽
く払い落としましょう。
家じゅうに付着物をまき散らかさないよ
う、帰宅したら部屋着に着替える習慣を。

汚れの付着した衣服はこま
めに洗濯しましょう。ニオ
イ対策にも必須です。せっ
かく洗濯した衣服が汚れ
ないよう、外干しを避けて
室内干しを。防犯対策に
もなります。

花粉、黄砂、PM2.5対策は
床の拭き掃除が最も効果的。人の動き
の少ない朝一番に、夜の間に床に落ち
て溜まった汚れを固く絞った雑巾で拭
き取りましょう。

窓を開ける時は、網戸＋レースカーテ
ンで花粉の侵入量を低減させて。窓は2
カ所以上開けて空気の抜け道を作れば、
10分程の短時間で効率良く換気完了。

靴箱やクローゼットなど、ニオ
イの他に湿気も気になる場所に
は、脱臭・除湿効果のある炭を
置くと◎。炭は時々天日干しを
すると、効果が長持ちします。

生ゴミ以外にも、油汚
れも放置すると悪臭の
原因に。がんこな汚れ
と不快なニオイが空間
に染みつかないよう、
キッチンまわりは調理
中の換気と毎日の清掃
をしっかりと！

レンジフードは、新しいタイプほど
部品の形状や素材の改良が進み、清
掃性の高さが魅力に！ 換気・吸引力、
省エネ性もどんどん向上しています。

パワフルなガスの力で、5kgの
洗濯物も約50分でしっかり乾
燥。天候や外干しによる汚れの
付着、生乾きの心配なく、一日
に何度も洗濯ができます。

窓を開けて換気しながら、
水分を含ませたタオルを
空中で数分間振り回してみましょ
う。水分がニオイの成分を吸収し、
消臭効果を得られます。

重曹を常備しておこう

ジメジメしやすい
ところに炭を置く

家庭の

重曹スプレーの作り方
①スプレーボトルに、水と重曹を
　100mℓ：小さじ1の割合で入れる
②ふたをしめてよく振り、
　重曹が溶ければ完成！

重
曹

服の素材にも注意
ウールやフリースなど
のふわふわした素材、
静電気の起きやすい素
材は、汚れが付着しや
すいので要注意。

外干しよりも早く乾く!!

ノンフィルターなら

お手入れ簡単♪ 厚物コースも
選べる！

10min!!
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第 17 回

齢化が進み、患者数が増加
慢性的なひざなどの関節痛に悩まされ

ている方、意外と多いのではないでしょうか。
年齢とともに痛くなってきているという場合
は、変形性関節症かもしれません。主として
加齢に伴う関節への負荷の蓄積が原因のため、
超高齢化社会となった日本では、患者数が非
常に増えています。今回は特に患者数の多い、
変形性ひざ関節症について解説します。
　ひざ関節の隙間には軟骨があります。水分
豊富な弾力性のある組織で、関節が受ける衝
撃を吸収し、骨と骨の直接の摩擦を防ぐ働き
をしています。その軟骨が体重の増加やひざ
の筋肉の減少によりすり減ってくると、骨と
骨がぶつかってしまい痛みが出てくるのです。
　初期の症状としては、立ち上がりや歩き始
めなどの動作の開始時のひざ痛。その後、正
座や階段昇降、歩行が困難になり、末期にな
ると安静時にも痛みが続きます。

重管理と軽い運動で予防を
変形性関節症ですり減った軟骨や変形

してしまった関節をもとに戻すことは、現在
の医学では不可能とされています。そのた
め、対処法としては、いかに予防するか、い
かに進行を遅らせるかが肝になります。
　変形性ひざ関節症になりやすい人の特徴
として、女性やO脚、肥満が挙げられます。
BMI30以上の肥満は特にリスクが高く、普

高

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

加齢や肥満が原因に

「変形性ひざ関節症」
医学博士　植地 貴弘さん

体

通体重の人に比べ、6.8倍も発症の可能性が
高いといわれています。また、最近では遺伝
の可能性も示唆されており、両親が変形性ひ
ざ関節症の場合も注意が必要です。
　症状の進行は、運動でひざ関節周囲の筋肉
を保つことで緩やかにすることができます。
ウォーキング、サイクリング、水中運動など
の有酸素運動に加え、スクワットなどの下肢
の筋力トレーニングが有効です。
　症状が出てきたら、まずは整形外科で受診
を。進行度によっては定期的な通院も必要に
なります。初期の症状なら、薬局で購入でき
るジクロフェナクやケトプロフェンが入った
湿布やゲルなども有効。副作用が少ないなが
らも内服薬と同じ程度の効果を得られます。
サプリメントであるコンドロイチン（単独ま
たはグルコサミンとの併用）は、自覚症状を
わずかに和らげる作用があるといわれていま
すが、効果が本当にあるかは明確ではないた
め、無理して飲む必要はないでしょう。

ファッションのアクセントにもなり、季節の変わり目は体温
調節用にも欠かせない、巻物アイテム。おしゃれに差のつく、
色柄の選び方、巻き方のアレンジを紹介します。

色白肌に合う
色の例

小麦肌に合う
色の例

穏やかな
顔立ちに合う
柄の例

華やかな
顔立ちに合う
柄の例

細長く折ったス
トールを、両端が
前に垂れるように
ひと巻きする

1 2 3首前の輪の内側
からAを少し引き
上げ、もう一つ
輪［★］を作る

②でできた輪に    
 Bを端から通し、
全体のバランス
を整えて完成！

立体感と縦長シルエットで洗練された印象になるミラノ巻き。首も
とに程良いボリューム感が出て小顔効果も◎。ジャケットとも相性
が良いので、男性にもおすすめの巻き方です。

季節の変わり目に重宝！

巻物アイテム活用術

ストールの巻き
方アレンジ

『ミラノ巻き』

肌の色タイプで選ぶ“色”

「色白」といわれる肌タイプの方はパステ
ルカラー系の淡く明るい色、健康的な小
麦肌の方は原色系の冴えた色や深みのあ
る色がおすすめです。これらの色を身に
つけると、顔色が映えて見えます。

顔立ちのタイプで選ぶ“柄”

目・鼻・口のパーツが小さめで穏やかな
顔立ちの方は、コントラストの控えめな
繊細な柄がお似合い。顔のパーツがしっ
かりとした華やかな顔立ちの方は、主張
の強い大きな柄を素敵に着こなせます。

A

A
A

B B

B

★
変形性ひざ関節症の有病率

出典：古賀良生編集『変形性膝関節症―病態と保存療法』
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にんじんスティック  適量
酢飯 150g
海苔 1枚

1

1

1

1
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材料をそれぞれ準備する。

ラップに海苔をおき、酢飯を広げる。具材を
おき、巻く。

にんじんはせん切り、パプリカは細切りにする。
フライパンにごま油を温め、にんじんを炒め、（b）
を加えて味をつける。パプリカも同様に調理する。
春菊はよく洗って水気をきり、葉を摘む。葉をボ
ウルに入れ、塩とごま油を適量ふりかけ、混ぜる。
フライパンにごま油を温め、牛肉を炒め、（a）
を加えて味をつける。
ラップに海苔をおき、酢飯を広げる。②、③、
④をおき、巻く。

紫キャベツ、きゅうりはせん切りにする。
パプリカは細切りにする。
ラップに海苔をおき、酢飯を広げる。①、
カニカマ、マヨネーズをおき、巻く。

日本の巻き寿司とメキシコのブリ

トーがコラボレートした料理。お

好みの具材を組み合せて、味わい

のバリエーションを楽しんで！ 

アボカドは種と皮を除き、１㎝角に切って、（a）
をあえる。
ミニトマトは２つに切る。きゅうりは８㎜角に切る。
赤玉ねぎは粗みじんに切る。
ラップに海苔をおき、酢飯を広げる。①、②、砕いた
ナチョス、チーズをのせ、チリパウダーをふって巻く。

材料をそれぞれ準備する。
ラップに海苔をおき、酢飯を広げる。具材をおき、
巻く。

作り方

作り方

作り方

作り方

作り方

調理時間 約20分

調理時間 約15分

調理時間 約15分

調理時間 約10分

調理時間 約10分

カロリー 約423kcal

カロリー 約249kcal

カロリー 約272kcal

カロリー 約290kcal

カロリー 約179kcal

SUSHI BURRITO

撮影協力／ UTUWA

季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理学院

チキンタルタル

ごま香る牛焼肉とナムル

市販品で
簡単調理！

市販品で
簡単調理！

カニとたっぷり野菜サラダ

寿司ブリトーとは
??

メキシカン

鮭と昆布

寿司ブリトーを作ろう！

焼き鳥缶詰 小1缶
タルタルソース 大さじ3
せん切り野菜ミックス 1/2袋（約50g）
酢飯　　　　　 150g 　　海苔 　　　　1枚

牛こま切れ肉 70g
  しょうゆ   大さじ１
  みりん 大さじ1/2
  ごま油 大さじ1
  おろしにんにく 少々
  白いりごま 小さじ2
  七味唐辛子 適宜
にんじん 40g
パプリカ赤 1/4個

カニカマ 4本
紫キャベツ 20g
きゅうり 1/2本
パプリカ（黄） 1/4個

アボカド 1/2個
  レモン汁 少々
  塩 少々
ミニトマト 6個
きゅうり 1/4本
赤玉ねぎ 20g

鮭フレーク 大さじ3
塩こんぶ 少々
大根スティック 適量
きゅうりスティック 適量

材料（2人分＝1本分）

材料（2人分＝1本分）

a

a

b

材料（2人分＝1本分）

材料（2人分＝1本分）

材料（2人分＝1本分）

マヨネーズ 適量
酢飯 150g
海苔 1枚

ナチョス 適量
チーズ 適量
チリパウダー 適量
酢飯 150g
海苔 1枚

春菊 1/6束
ごま油 適量
  しょうゆ 適量
  砂糖 適量
  塩 適量
  すりごま 適量
  おろしにんにく 適量
酢飯 150g
海苔 1枚

今年のフードトレンド大本命！？
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パズル
クロスワード

　2019年10月に消費税率が8%から10%に
引き上げられる予定です。今回の引き上げ
では、生活必需品にあたるものは消費税を
8%に据え置く「軽減税率制度」も導入され
る予定になっています。軽減税率の対象と
なる商品・サービスは、主に飲食料品ですが、
外食は含まれません。また、定期購読契約
された新聞なども軽減税率の対象です。
　ここでポイントとなるのが、軽減税率が
適用される飲食料品の切り分けがやや複雑
になっていることです。例えば、ファース
トフード店などでテイクアウトを選べば
8%、店内で飲食するなら10%が適用され
ます。近年需要が高まっている「中食（な
かしょく）」は据え置かれる可能性が高く、
惣菜を買って自宅で食べることや、そばや
ピザなどの出前、有料老人ホーム等で提供
される飲食料品も8%が適用されます。一
方でケータリングや出張調理、フードコー
トなど、テーブルや椅子といった飲食サー
ビスのための設備がある場所でそのまま食
事をする場合などは10%となります。

　複雑な仕組みになっている軽減税率です
が、実生活で「この選択だと8%でこの選択
だと10%だからこちらにしよう」と都度考
えることは、判断の負担が重く、現実的で
はないかもしれません。

◆飲食料品 持ち帰りは8%、外食は10%

◆キャッシュレス決済が消費税増の
　影響緩和に一役

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！

消費税率引き上げと
軽減税率、どうつき合う？

第6回

　制度の仕組みとしては電子マネーやクレ
ジットカードなどのキャッシュレス決済を
行った場合に、一定のポイント還元を行う
ことで消費税率引き上げの影響を緩和させ
る案の検討が進んでいます。袋分けで予算
管理をしていたところを、月初に予算分だ
け電子マネーにチャージして使うなど、家
計の一部にキャッシュレス決済を取り込み
はじめても良いかもしれません。
　なお、消費税が8%のうちにまとめ買いを
したいという気持ちになりがちですが、も
しもまとめ買いするとしたら、値崩れしに
くく消費期限が長いものを対象にすること
がおすすめです。もともと金額が安いもの
や、特売品対象になりやすいものだと、税
率が上がってから目玉商品になることもあ
り、2%以上安いセール価格になる可能性も
高いからです。一般的には通勤定期券やテ
ーマパークの年間パスポート、宝石、墓石
といった、価格変動が少なく、値段が高い
ものが、消費税率が低いうちに買う商品と
して適切と考えられています。

やさしい

Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は？

心機一転！

Crossword 
Puzzle

Q.

ヨコのカギ
2. 大豆を炒って粉にしたもの
4. 自動――、ホーム――、――ノブ
6. 身なりを素敵に見えるよう、気を遣うこと
9. ウグイスと同じく、春告鳥として
　　知られています
  10. 漢字では「躑躅」と書きます

同じ店の飲食料品でも・・・・・・

1. 春が旬の山菜。シャキッとした歯ごたえが特長 
3. 大勢の人が暮らせる、一棟を仕切った集合住宅
 5. 仙台城の雅称は「〇〇〇城」といいます
7. 公立の対義語
8. コンロを覆う形の換気設備「〇〇〇フード」
9. 鳥の子どものこと

下のヒントをもとに、
すべてのマスを
埋めましょう

1

4 5

6

9

7	

B

D

A B C D

A
10

8

3

タテのカギ

左の絵と右の絵では、
違うところが5個
あります。さあ、何個
見つけられるかな？

8% 10%

ヒント

2

C

ファーストフード店
レストラン など

テイクアウト

税率 STAY UP税率

老人ホーム等の食事

外食

惣菜店
仕出し店 など

ケータリング
サービス
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相手の好み、誕生花や記念の
数字、花言葉などを意識した、
メッセージ性のあるものがお
すすめ。ケースやボックス入
りのもの、ハーバリウムなどの
凝ったデザインのアレンジメ
ントはインテリアアイテムとし
ても素敵です。

誕生祝い・記念日

こまめな点検でずっと安心
ガス栓と機器をつなぐゴムホース

ゴムホースは消耗品です！解説

夫と子どもの
3人家族の主婦

春は庭の
お花も
きれい♪

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

劣化したゴムホースを使い続けると、ガス漏れの恐れがあり危険です。一般的に、コンロや給湯器等の
ガス機器よりもゴムホースの方が寿命が短く劣化進度が早いので要注意！ 油汚れや焼け焦げはないか、
端部のゆるみはないか、新品時より固くなりひび割れの恐れはないか――。こまめに点検を行い、適
宜交換をしましょう。また、ガスの種類によってホースの色（※）が異なるので交換時には注意を。

安代さん、庭でまさかの大惨事！ ガス機器は本体だけでなく、
周辺機器や部品もこまめな点検が必須だと、身をもって痛感することに。

お祝いの会場や職場で渡すなら花束が一般
的ですが、自宅への届け物なら鉢植えやア
レンジメントも◎。花の種類に特に制限はな
いので、相手の好みや季節感を取り入れて。

インテリアアイテムになるアレン
ジメントの他、室内にうるおいを
与える観葉植物もおすすめ。オ
モト＝万年青、パキラ＝発財樹
など、縁起の良い別名を持つ植
物を選ぶと喜ばれるでしょう。火
事（炎）を連想させる赤い花は
基本的にNG。そのままお供えできるアレン

ジメントが良いでしょう。枕
花から四十九日までは白い
花でまとめ、それ以降は、白
を基調に青や紫などの淡い
色の花も入れるのが一般的。
お墓や仏壇のお供え用には、
花束を対で用意します。

アレンジメントなら病床でも管理しやすいです。香
りや花粉が少なく、明るい気分になれる色の花を選
んで。「根付く＝寝付く」を連想させる鉢植え、血を
連想させる赤い花は避けた方が無難です。

引っ越し・新改築祝い

お悔やみ・お供え

入学・卒業・就職・退職祝い

お見舞い

春は植物がよく育つ季節。
この時季の贈り物こそ、
彩り豊かな花はぴったり。
シーン別に選び方や贈り方の
マナーを確認しましょう。

気持ちに彩りを添えて……

 花の
贈り物マナー

バラ（赤） あなたを愛する　
ガーベラ 希望　
かすみ草 感謝、清らかな心
チューリップ（ピンク） 愛の芽生え、誠実な愛
スズラン 幸福の再来

花 言 葉 いろいろ

バラ（黄色） 友情、嫉妬、別れ　
あじさい 移り気・浮気、無情
ヒヤシンス（紫） 悲哀
チューリップ（黄色） 実らぬ恋　
マリーゴールド 悲しみ、絶望

△ 贈る時は要注意◎ お祝いやプレゼント向き

※ LPガス用：オレンジ／都市ガス用：薄ピンク




