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開運風水 ～水まわり編～
2020年も最高の年に! 去る年の汚れを一掃して清め、来る年を気持ちよく迎えられ

るように――。新年に福をたくさん招き入れられる空間づく
りに役立つ、開運のための風水術をご紹介。一昨年のキッチ
ン編、昨年のリビング編に続き、今回は水まわり編です！

換気の徹底でお金を守る!!
窓があればこまめに開けて、空気の入れ
替えを。窓がない場合は、換気扇を長め
に回す、空気清浄機を置くなどして、空
気をキレイに保ちましょう。

邪気を払う
アイテムを
水分を吸収して固ま
る性質から、邪気を
吸い取る効果がある
とされる「塩」、脱臭
効果で邪気を浄化す
る「炭」を置くのも、
運を開く空間づくり
の秘けつ。ふたは必ず閉めて

健康運もUP!!
便器のふたが開けっぱ
なしだと、家全体に邪気
を拡散することに……。
心身ともにくつろげるは
ずの家が邪気に包まれ
ると、健康を保ちづらく
なってしまいます。

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体内の気を循環させて、

健康運のカギとなるのが
浴室です。
大敵のカビやヌメリを、こ
まめな掃除と換気で寄せ
つけないようにしましょう。

床への直置きをやめて
水の流れをスムーズに
シャンプー類や小物の直
置きは、湯水が排水溝へ
と流れる通り道の邪魔を
してしまいます。風水で
最大のNGは、水の流れを
せき止めること。棚やボッ
クスに収納しましょう。

鏡はいつもピカピカに!!
水垢やせっけん垢などで
汚れやすい鏡は、いつも
ピカピカの状態に保つこ
と。入浴する人の気の循
環が高まり、素敵な運を
呼び込みやすくなります。

白or木製アイテムで
健康運さらにUP!!
詰め替え用ボトルや洗面
器などの浴室内のアイテ
ムは、白い色や木製のも
のを選ぶと吉。回復力が
高まり、心身ともに元気
に過ごせるように！

湿気のない浴室が、元気・キレイのカギ!!
ジメジメとしやすい浴室こそ、カラッと清潔な空間を目指し
ましょう。そこでおすすめなのが、浴室暖房乾燥機！ ガス
ならではのパワフルな換気・乾燥機能と暖房機能で、浴室
から邪気のもととなる湿気も冷気も追い出します。

明るいトイレで
金運UP!!
暗いトイレは、金運に暗
い影を落とします。明る
い照明で、“明るくあた
たかいトイレ”を心がけ
ましょう。寒さも大敵な
ので、足もとはマットと
スリッパで対策を！

汚物を流すトイレは臭気＝邪気が溜まり
やすい場所です。空間をいかに清潔に保
てるかが、開運へのポイント！ 
邪気を払えば金運アップにつながります。

トイレってどんな場所？ 浴室って
どんな場所？

盛り塩のつくり方は簡
単。丸い小さな陶器に
粗塩を盛り、指で円錐
形をつくるだけ！

2020年の吉方位は？ 2020年のラッキーカラー＆アイテムは？
西南西が恵方。反対に、凶方位
は東、西、南です。凶方位に水
まわりのある家庭は、特に換気
と掃除を徹底し、盛り塩や炭を
置いて、浄化の励行を！

黄色、白、金色です。布
製のインテリアアイテム、
バッグや洋服など、視界
に入りやすいところに取り
入れてみましょう。

ガラス製品、クリスタル
です。ガラスのコップや
花瓶などを身近に用いる
ことで、運気アップにつ
ながります。
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また、休日にせきが減るなど、環境を変える
と症状が改善する場合は、職場の粉じんなど
の刺激が原因かもしれません。

性咳嗽は薬の副作用の可能性も
最後に、慢性咳嗽についてです。原因

の9割以上は、慢性副鼻腔炎が原因の副鼻腔
気管支症候群、せき喘息（ぜんそく）・アト
ピー咳嗽、逆流性食道炎の3つといわれてい
ます。副鼻腔気管支症候群であれば、鼻づま
りや痰（たん）が出ることが多く、せき喘息・
アトピー咳嗽であれば症状に季節性があった
り、夜中や明け方に症状が強くなったりする
ことが多いです。胸やけ、呑酸、食後に症状
が増悪する場合は逆流性食道炎が原因かもし
れません。こういった症状があれば、かかり
つけ医にしっかり伝えましょう。
　この他に、慢性咳嗽の原因としては薬剤性
（日ごろ飲んでいる薬の副作用）のせきの可
能性も考えられます。病院へ行く際は、お薬
手帳をお忘れなく。　　　　　

第 20 回

性咳嗽はかぜに要注意
しつこく続くと苦しいだけでなく、し

ゃべりづらくなるなど、生活の質を落とすこ
ともあるせき（咳嗽［がいそう］）。患者の受診
動機として最も頻度が高い疾患です。
　咳嗽は、持続期間によって3つに分類され
ています。3週以内なら「急性咳嗽」、3～8週
なら「遷延性咳嗽」、8週以上持続するなら「慢
性咳嗽」、以上の3つです。
　まず、急性咳嗽の主な原因は、感冒（かぜ）
などによる上気道炎です。上気道炎でせきが
始まった場合、翌日までせきが残る人は83％、
2週間後までせきが残る人は26％にまでのぼ
ります。発熱が続いたり、息苦しくなったりし
なければ、経過観察でも良いでしょう。

延性咳嗽は長く続くなら診察を
続いて、遷延性咳嗽についてです。原

因の多くは、感冒後に上気道炎や副鼻腔炎が
遷延する感冒後咳嗽です。8週間以内に徐々
に改善に向かいますが、さらに続く場合は、
感染以外として、次に紹介する慢性咳嗽の原
因を調べます。
　1ヵ月を過ぎても改善の傾向が見られない
場合、可能性は低いものの、肺ガンや肺結核、
心不全など重篤な疾患であることも否定でき
ないので、かかりつけ医に相談しましょう。
　それでも原因が分からなければ、他の原因
を探す必要があります。まず、喫煙者は喫煙
が慢性咳嗽の原因となる可能性があります。

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  

『せき』の原因を探る
長く続いたときは……？

医学博士　植地 貴弘さん

遷

慢

乾燥ダメージを受けやすいうえ、年齢を
ごまかしづらいパーツ、髪と手。ここでは、
髪と手を若々しくキレイに保つ秘けつとな
る、保湿ケアのコツをレクチャーします！

一般的に、シャンプーとセット販売され
ているコンディショナーは、髪の表面を
コーティングして保護するもの。一方、
トリートメントは髪の内側からケア・保
護できるものです。

水仕事や手を洗った後は、すぐに水気を
ふき取り、すかさずハンドクリームで保
湿ケアを。余裕のあるときは、指の腹や
関節を使ってマッサージすると、手が温
まり、肌の血色も良くなります。

シャンプー後の濡れた髪は、デリケート
で傷みやすく、また、頭皮は雑菌も繁殖
しやすい状態……。自然乾燥はNGです。
必ずドライヤーでしっかり乾かしましょう。

爪の白いたて筋は乾燥のサイン。爪先と
甘皮まわりには、ネイル用オイルをなじ
ませましょう。うるおいが戻り、ささく
れもできにくくなります。

スクラブ剤（ボディ用で
OK）で古い角質を取り
除いて、ツルスベ肌に！ 
その後は、ハンドクリー
ムを塗り、さらに手袋で
一晩パックすれば完ペキ。

体に衣服を着けるように、顔にスキンケ
アをするように、外出時、髪にはスタイ
リング剤をなじませましょう。パサつき
をおさえ、紫外線、外気や空調による
乾燥ダメージから保護します。

うるおいを与えて
キープする、保湿効
果の高いヘアオイル
の併用がおすすめ！

肌に映える明るいマニ
キュアで若々しい手も
とに。男性は軽く磨い
てツヤが出るだけで印
象度がアップします。

ダメージヘアにはトリートメントを ハンドクリームはこまめに丁寧に

ブローは必須！！ 爪にもうるおいケアは必要！

手にもスペシャルケアを！
外出時にはスタイリング剤を

髪先・手先の
うるおいケア

手の
   ケア

老け見え徹底阻止！

急
髪の
   ケア

うるおって
ツヤツヤ♪

0 2 4 6 8 10～

・せき喘息
・副鼻腔気管支症候群
・胃食道逆流症（GERD）
・アトピー咳嗽
・慢性気管支炎（喫煙による）

・急性上気道炎
・感染後咳嗽

発症

症状持続期間と感染症による咳嗽比率

出典：咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2019

症状持続期間（週）

感染症による咳嗽

感染症以外の原因による咳嗽

急性咳嗽 遷延性咳嗽 慢性咳嗽
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えびは洗って、頭と身の間に切り込みを
入れる。背中に沿って尾のひと節手前ま
で切り込みを入れて開き、背筋を取り除
く。塩少々と酒を身にふる。
干しぶどうは酒に浸してやわらかくしておく（できれば1晩くらい）。
栗は７～８ｍｍのさいの目、しいたけは７～８ｍｍ角、パプリ
カは５～６ｍｍ角に切る。
マヨネーズ、②、③、を混ぜ、①に形良く詰め、天板にホイルを
敷いた上に並べ、２２０℃のオーブンで１０～１２分焼く。

だいこん、にんじんは皮をむいて、ピーラーで薄くす
る。塩をふってしばらくおき、しんなりしたら絞る。
かにかまぼこはほぐす。
Aを合わせて①、②を和え、味を調えて器に盛り、
いくらを散らす。

金山寺みそにAを入れてよく混ぜる。
フライパンをあたため、牛肉を入れてミディアムくらいに焼く。
牛肉に①を揉み込むようにしてまぶし、フタをして（ラップ
でもよい）漬け込む（できれば1晩くらい）。
③の牛肉を食べる分だけみそだれを取り除き、角切りにして
黒豆と一緒にピックに刺して盛る。

白花豆の半量をスプーンでつぶす。
残った半量の白花豆に①をまぜる。
器に盛り、アラザンを散らす。

作り方

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

おしゃれ
おせち

  1 えびのオランダ焼き

1

2

3

4

  3 ラクラクなます

  2 牛肉の金山寺みそ漬け

  4 白花豆のきんとん

有頭えび ２尾（1尾６０～８０ｇ）
塩 少々
酒 大さじ１/2
　 干しぶどう ５ｇ
　 酒 小さじ２
栗甘露煮 ２５ｇ
しいたけ 中１枚
パプリカ(赤) 1０ｇ
マヨネーズ 大さじ２

だいこん １００ｇ
にんじん ４０ｇ
かにかまぼこ ６本
塩 少々
いくら 適量

黒豆（煮たもの） 適量

牛ステーキ肉 １枚
金山寺みそ １００ｇ
　   しょうゆ 小さじ１
　   酒 小さじ２

酢 大さじ２
塩      小さじ１/3
砂糖 大さじ１
出汁 大さじ３

白花豆の甘煮（市販品） １パック（１４５ｇ）
アラザン 少々

※伊達巻は市販品

材料（2人分）

材料（2人分）

材料（2人分）

材料（2人分）

調理時間 約30分

調理時間 約10分

調理時間 約15分
（漬け込む時間は除く）

調理時間 約5分

約163kcal

約74kcal

約215kcal

約118kcal

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) 

カロリー
(1人あたり) 

A

A

撮影協力／UTUWA
時短・カンタン・華やか！

つくりおきできる！
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Pi
Pay

パズル
クロスワード

　消費税増税の負担緩和策として、政府がキ
ャッシュレス決済に対するポイント還元を後
押しするなど、存在感を増すキャッシュレス
決済。現金を用いずクレジットカードや電子
マネーなどを利用する決済方法のことです。
　キャッシュレス決済のメリットというと、
利便性の高さやポイント還元などによるお得
さが注目されがちです。たしかに、便利でお
得なのもうれしいのですが、家計管理におい
ては、使用履歴が自動的に残るという特徴も
大きなメリットといえます。
　いつ・何に・いくら使ったか、自分で記帳
しなくてもデータが自動的に蓄積され、いつ
でも簡単に自分のお買い物の内容を振り返る
ことができます。家計簿アプリとの相性も良
く、記帳の時間の削減につながり、振り返り
や改善ポイントの発見といった、家計改善に
直接効果を与える時間によりエネルギーを注
ぎやすくなります。

　一方で、現金に比べてお金を使った感覚を

◆履歴が残せるメリットに注目を

◆お金の使い過ぎをどう防ぐか

お金のプロが教える

家計管理術
風呂内 亜矢風呂内 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！

キャッシュレス社会との
上手なつき合い方

第 9 回

得づらく、つい使い過ぎてしまうことが心配に
もなりますね。
　キャッシュレス決済にはたくさんの種類があ
りますが、後払い、即払い、前払いといった、
支払いタイミングに着目して選ぶと判断しやす
くなります。クレジットカードに代表される後
払い、デビットカードに代表される即払い、電
子マネーに代表される前払いなどがあり、カー
ドを使っていても、スマホを使っていても、支
払いのタイミングはこの3つのいずれかに分類す
ることができます。
　お金を支払うタイミングが後になるほど、家
計管理がしづらくなる傾向にあります。手もと
にお金が残っている状態のため、気が大きくな
り、つい使いすぎてしまう恐れがあるからです。
一方、デビットカードであれば銀行口座の、電
子マネーであればカードの残高までしか、お金
を使うことができません。支払いの都度、残高
を確認して予算管理をしながらにすれば、キャ
ッシュレスを導入しやすいでしょう。
　まずは、食費だけなど特定の費目だけで試し
て、慣らし運転をしてみるのも良さそうですね。

やさしい

Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は？

遊んだり、
飾ったり

Crossword 
Puzzle

Q.

ヨコのカギ
2.  述語の対義語
4. 冬の初めのあたたかな気候。〇〇〇日和
6. サンタクロースがプレゼントを入れてくれます
8. 最下位のこと
9. ――アップ、――キャラクター、――トレーニング

カード 電子マネー QR/バーコード

1. 他国との行き来や貿易が禁じられること
2. 英語では「マーク」
3. 大掃除でいっぱい出る!?
5. 縁起が良いのは、一富士二鷹三茄子……
7. 旅の道中のこと

下のヒントをもとに、
すべてのマスを
埋めましょう

1

5

6

9

7	

B

C

A B C D

A

8

4

3

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？

流通系ICカード
（ショッピングで使える電子マネー）

ヒント

2

D

1234 5678 91
23 4567

ABCD  EFG
00/00

主なキャッシュレス決済の手段

交通系
ICカード
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常温の水、ビタミン・ミネラルを摂っ
て、体内の代謝を促しましょう。

たっぷりの水、フルー
ツ（果糖）、しじみ（ア
ミノ酸）、大豆食品（コ
リン）などを、でき
ればその日のうちに
摂りましょう。

しじみも大豆
(みそ)も摂れる！

しじみの
　　みそ汁

水やスポーツドリンクで水分補
給！ 頭痛がする場合は、血管を
収縮させるコーヒー（カフェイン）
を1杯飲むのもおすすめです。

血行が促進されて、アルコールがさらに
全身に回ってしまいます。飲み過ぎた日
はシャワーだけで済ませて。

吐き気に効果のあるツボをご紹介。

不足している栄養素を補う食事を
心がけましょう。例えば、前日に食
べ過ぎたのがから揚げなら、たん
ぱく質・脂質は避けて。

みそ汁、豆腐、サラ
ダ、フルーツなどが
おすすめ。脂質の高
い食べ物はNGです。

横になって体をゆっくりと休めましょ
う。この時、眠ってしまうと消化機能
が弱まるので、眠らずに安静を。

リラックス効果もあるス
トレッチやヨガが◎。副
交感神経が優位になり、
体内の消化や代謝がス
ムーズに。

きちんと実践して暖かく快適に
冬の室内換気をおさらい！

安全のために窓開け換気は必要です！解説

夫と子どもの
3人家族の主婦

あたたかく
過ごしましょう

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
ガスファンヒーターが大活躍する冬。しっかり者のだんなさんとは違い、
換気が面倒な安代さん……。換気の必要性とポイントをおさらいしましょう。

年末年始の体をレスキュー!!

食べ過ぎ・飲み過ぎ
対処法！！

食事会や飲み会が増える年末年始。
そこで、食べ過ぎ・飲み過ぎてしまったときに、
体調や体重をスムーズに戻すための対処法をご紹介します。

一酸化炭素（CO）中毒を防ぐためには、窓を開けての換気を必ず行いましょう。24 時間
換気システムや換気扇だけでは、新鮮な空気を供給するには、量もスピードも不十分。使
用中は 1 時間に 1 ～ 2 回・1 ～ 2 分、窓開け換気の徹底を！ ポイントは、一回あたりの
窓を開けておく時間を長くするのではなく、回数をこまめに行うこと。また、空気の入口
と出口をつくるため、窓は２ヵ所以上開けるのが理想です。

食べ過ぎてしまったら……

飲み過ぎてしまったら……

とにかく代謝を促す！

アルコール分解を促進！ 寝起きにたっぷり水分補給

熱いお風呂、サウナはNG

ツボ押しを試そう！

“補う”食事を

横になって安静にする

活動量を上げる軽い運動を

そ
の
日
の
対
処
法

そ
の
日
の
対
処
法

次
の
日
の
対
処
法

次
の
日
の
対
処
法
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