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プチくらしの森 Vol.86

ホームページでご応募の場合
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「床暖房」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
の二次元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2020年10月31日（土）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。
※発送時点での最新型のご用意となるため、
　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

足裏の水分を素早く
吸収し快適！軽く丈夫
になり、吸水性もUP

4
名様

soil 珪藻土
バスマットライト

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

4
名様

シャープ
空気清浄機
FU-GK50-B

2
名様

読者の広場

読者の投稿 大募集！
●「季節を感じるとき」または「生活川柳（テーマは自由）」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。

《　最近始めたこと 》

《　生活川柳 》

毎日スクワットを100回しています。膝の裏が張ったみたい
になり正座ができなかったのですが、スクワットをするように
なって改善しました。        　　　（徳島県・ポムポムさん）

家の庭で野菜作りを始めました。1歳の息子も一緒に土を
耕したり、水やりをしたりしています。子どもと共に、野菜
を収穫できるのが楽しみです。 （島根県・S.Sさん）

ガスひねり 炎が魅せる 安堵感
 （青森県・アラハバキ♪さん）

P9 クロスワードパズルの答え

銅版画／髙宮城 都江

ヤ キ イ モ
B C DA

の答え

①月の左下の星の有無
②右のうさぎの耳の形
③中央の雲の有無
④団子の数
⑤切り株の年輪の数
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あったかいおうちで快適に

「床暖房」で暮らしを豊かに
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夏の暑さが一転して、急に寒さが到来する近年。本格的
に寒くなる前に、冬支度をしておきたいところ。さまざまな
暖房器具がある中でも、秋冬のお悩みを解決できるガス
温水式床暖房について、特長や魅力をご紹介します。

陽だまりのような暖かさのヒミツ 家族の悩みを「床暖房」で解決

床暖房Q＆A

トリプル効果

「乾燥」心配いりません！ 「清潔」で安心！

床暖房のぽかぽかと心地良い暖かさのヒミツは、「ふく射」「伝導」「対流」の「トリプル効果」のおかげ。床から天井ま
での空間内の温度差が生じにくいため、部屋全体をムラなく暖めます。

床暖房は、床面に直接触れて足先から体を暖めるので、冷え性に効果的です。また、エアコンのよう
に温風が頭に直接当たることなく、「頭寒足熱」の理想的な環境をつくることができます。

エアコンは温風で空気が乾燥してしまいます
が、床暖房なら風を起こしません。湿度も下が
らないので、肌が乾燥したり、ノドがガラガラに
なる心配もご無用！

床暖房は風を起こさないので、ホコリやチリ、
ペットの毛などが舞い上がらず、いつもお部屋
はクリーンで清潔。ぜん息やアトピー、花粉症、
小さなお子様にも安心です。

床面から暖められた空気が上昇する自然な空気循環により、
部屋全体がムラなく暖まります。

空気の循環で自然な暖かさ対　流

25～30℃にキープされた床面から冷えた足元に直接触れて
熱を伝えて暖めます。

足元からじんわり暖まる伝　導

高効率なハイブリッド給湯器と組み合わ
せると床暖房コストだけでなく、給湯コス
トもダブルで削減することができます。

太陽光と同じ遠赤外線が、壁や天井に反射して、部屋全体を
均一に暖めます。

遠赤外線で部屋中あったかふく射

あったかいおうちで快適に

「床暖房」で暮らしを豊かに

Q. 経済性や省エネ性は？ Q. 既設の家でも設置はできる？

A. 電気式と比較して経済性・省エネ性◎ A. もちろんできます！ ２、３階でも設置可!

［ランニングコスト算出条件］外気温5℃、室内目標設定温度20℃
電気式：電気25円/kW（オール電化料金平均より）
ガス温水式：プロパンガス350円/ｍ³※リンナイ（株）調べ

■1ヵ月のランニングコスト比較
（6畳で毎日10時間使用）

電気式 6,500円
ガス温水式 4,000円

木造から鉄筋コンクリート造の住宅まで対応可能で
す。また、フローリングや畳、タイルやカーペットなど、
さまざまな部屋にも設置することができます。

「冷え性」に効果。「頭寒足熱」で快適な毎日！

エアコンとヒーター併用 電気カーペット使用 ガス温水式床暖房使用

エアコンの暖気が部屋全体にいき
わたらず、足元が全く暖まっていま
せん。

電気カーペット部分のみが熱を
持ち、体は触れている部分しか暖
まっていません。

ふく射熱の効果により足元から全
身が暖められています。また部屋
全体にも暖かさが広がっています。

30分を越えた段階で
約25％ダウン

床暖房

約85%
2時間後でも

エアコン

約55%
2時間後に

100
（単位：マイクロシーメンス）
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出典：東京ガス（株）「床暖房になると、空気のいい家になる」

エアコンと床暖房の肌水分量の推移
浮遊粒子数（単位：個/Ｌ）
60

40

20
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床暖房 温風暖房
条件：ダニアレルゲンを試験粉体によりモデル化し、床面に堆積させた試験粉体の浮遊粒子数を計測
出典：2006年空気調和・衛生工学会学術講演論文「室内環境におけるダニアレルゲンの飛散に関する研究」

浮遊粒子数の比較

17.0

50.8

ダニアレルゲン
を舞い上げ
にくい！

出典：リンナイ（株）「床暖房なるほど読本」
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みずみずしさが命で、鮮度を保つことが難しい野菜と花。
それでも、あえて“干す”ことで、長く楽しむことができる

「ドライ保存」は、家庭で気軽に取り入れることができます。
秋冬のおうち時間で、ぜひトライしてみませんか？

●野菜の旨味が凝縮！
乾燥させることで、旨味と栄養が凝縮
され健康・美容に効果的な食材に大
変身します。
●料理時間の短縮！
カットや洗う手間いらず。水分量が少
ないため、味が染み込みやすく調理時
間が短縮できます。
●長期保存が可能！
密閉容器などに入れ冷蔵庫で保存す
れば、セミドライは1週間、ドライなら
1ヵ月程度日持ちします。

●長い期間楽しめる！
ドライフラワーも生花なので寿命は
ありますが、約3ヵ月程度の長期間楽
しむことができます。
●毎日のお手入れ不要
水の取り換えなどの手間は不要。さ
らに花粉がなくなるため、虫が湧きづ
らくなるというメリットも。
●アンティークな雰囲気に
いろいろな飾り方ができ、部屋に飾
るだけで簡単にアンティーク調の空
間に早変わりします。

1.野菜をカットする
野菜を洗ってから、皮をむかずそのまま
好きな形にカット。
2.野菜を干す
カットした野菜を通気性の良いザルな
どに野菜同士が重ならないように並べ
る。ベランダや軒先、庭など日当たりと
風通しの良い場所で乾燥させる。

花を吊るすだけ
花を麻などで縛り、風通しの良い直射
日光の当たらない場所で1～2週間程
度吊るす。

10時から15時
セミドライ：3時間から半日
ドライ：1～2日

最 適 な 時 間

乾 燥 期 間

オ ス ス メ の 花  
バラ、アジサイ、ラベンダーな
ど。ユリ、ツバキ、多肉植物な
ど水分の多い花は色が悪く
なる可能性があります。

最適なタイミング  
つぼみが完全に開いたタイミングがベスト。

然に防ぐ予防策とは？
抑うつ状態に至る原因の一つとして、

睡眠不足があげられます。皆さんはふだん何
時間寝ていますか？実は、睡眠時間が6時間
未満の場合、就労時間の長さに関係なく、抑

第 23 回

うつ状態と大うつ病
2020年は新型コロナウイルス感染症の

流行で、これまでにない不安を抱えて生活を
された方がほとんどだったのではないでしょう
か？実は、自然災害が生じたり、経済的な不安
が増したりすると、うつになるリスクが高くな
ることが明らかになっています。
　大切な家族を失ったなど嫌なことがあると、
一時的に気分が落ち込むことは正常な反応では
ありますが、そうした症状が長引いてしまうこ
とを「抑うつ状態」といいます。さらに、その
ような状態がほとんど毎日あり、2週間以上に
わたり著しい苦痛や社会的、職業的、または他
の重要な領域における機能障害を引き起こして
いる状態を「大うつ病」と呼びます。
　大うつ病になった場合は、すぐにでも専門
医による治療が必要です。大うつ病になる前
に、抑うつ状態になるリスクを回避すること
で、未然に防ぐことができるかもしれません。
そこで、今回は簡単に実践できる予防策につ
いてお話しします。

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  

うつ病
環境の変化でかかりやすい

医学博士　植地 貴弘さん

未

抑
うつ状態になりやすいことが知られていま
す。また、6時間の睡眠であっても、睡眠の
途中に何度か目を覚ましてしまった場合、脳
が休まらないためミスが増えたり、仕事に時
間がかかってしまったりすることがありま
す。適切な睡眠時間については、医学的にま
だ解明されていませんが、7時間睡眠が最も
長生きできるということがわかっています。
短い睡眠でも翌日眠くならない人も一定の割
合いるようですが、日中に眠くなるようなら
睡眠時間が足りないか、睡眠の質が悪いのか
もしれません。最近気分が優れないなと思っ
たら、しっかりとした「睡眠時間」と「質」を
確保しましょう。
　次に、気分転換に有効な運動です。運動は、
軽度から中等度の大うつ病患者の治療によく
使われる薬の一つである「セロトニン再取り込
み阻害薬」と呼ばれる抗うつ薬や、認知行動療
法と同程度の効果があるということも明らか
になっており、その効果は絶大です。ちなみ
に、運動の強度は高くなくても有効であるこ
とがわかっており、気分転換に散歩をしたり、
自転車をこいだりするだけでも十分です。ま
た、運動をすると睡眠の質が改善されること
もわかっています。重症化する前に気分が落
ち込んでいると感じたら、気分転換に運動を
してしっかり寝て、予防しましょう。

「野菜」と「花」のドライ保存
乾燥する季節だからできること

ドライ野菜

ドライフラワー

ドライ野菜の３つの魅力

ドライフラワーの3つの魅力

ドライ方法

ドライ方法(ハンギング法)

PO INT

PO INT
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缶詰の簡単レシピ

ランチョンミートを食べやすい大きさに切る。
鍋またはフライパンをあたためて①を並べ
両面こんがりと焼く。
トマトソース缶、ミックスビーンズ缶を加え
て煮立ったら、赤ワインも加えて3～4分煮る。
器に盛りつけ、好みでバジルをあしらう。

作り方

1.
2.

3.

4.

ミックスビーンズ	 1缶（110g）
ランチョンミート	 1/2缶（170g）
トマトソース缶	 1缶（295g）
赤ワイン	 1/2カップ
バジル	 適宜

材　料（2人分）

調理時間	約10分 約443kcalカロリー
（1人あたり）

季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理学院
撮影協力／ UTUWA

豆とランチョンミートの
トマト煮込み

A

B

C

A

鮭缶は水気を切って、ボウルに入れほぐす。
アボカドは皮と種を除き、1cm角に切り、レモン汁少々をまぶし、①に加える。
Aを加えて混ぜる。
③をクラッカーにのせる。あれば、ディルをあしらう。

作り方

1.
2.
3.
4.

鮭缶	 1缶（180g）
アボカド	 1/2個
レモン汁	 少々
クラッカー	 12～ 16枚
ディル	 適宜

材　料（2人分）

調理時間	約10分 約367kcalカロリー
（1人あたり）

鮭缶カナッペB

　マヨネーズ	 大さじ２
　おろしにんにく	 少々
　黒こしょう	 少々
　塩	 少々

A

米は洗って炊飯釜に入れ、浸水させておく。
きのこは食べやすい大きさにほぐす。ぎんなん缶は水気を切る。
①の水を米がかぶるくらいまで捨て、Aと焼き鳥缶を缶汁ごと入れ、
1合の目盛りまで水をそそぎ、混ぜる。②を入れてふつうに炊く。
炊き上がって蒸らしたら、しゃもじでふっくらと混ぜ、盛りつける。

作り方

1.
2.
3.

4.

焼き鳥缶ときのこの炊きこみご飯C

米	 1合
焼き鳥缶	タレ味	 1缶（90g）
お好みのきのこ	 1パック（100g）
ぎんなん缶	 1缶（15g）

材　料（2人分）

　しょうゆ	 大さじ1/2
　みりん	 大さじ1/2
　和風顆粒だしの素	 小さじ1/2

A

手軽なパーティー料理に◎。
ツナ缶、サバ缶、チキンさ
さみ缶でもできます！

POINT

トマトソースをミートソースに
変えたり、煮込む具材を変えた
りするなどでアレンジ無限大！

POINT

ブロッコリーやパプリカなど、
お好みの野菜を加えれば美
味しさ倍増、栄養たっぷり！

POINT

季節の具材で四季折々の
炊きこみご飯に！	焼き鳥
缶の味はタレ以外でもOK。
味わいの変化も楽しめます。

POINT

アレンジ無限大

約392.8kcalカロリー
（1人あたり）調理時間	約5分

（米の浸水時間・炊飯時間は除く）

ストック用や非常食用の缶詰、消費期限前に有効活用しましょう！
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　新型コロナウイルスの影響を受け、ボーナ
スや残業代の減少など、収入面のダメージを
受けているご家庭も多いかもしれません。今
後の先行きに不安を感じる部分もあります
が、影響を受けているのは個々の世帯だけで
はありません。世間全体的に景気が低迷すれ
ば、物価なども下がる可能性があり、減った
収入の中で買える品数は意外と変わらないと
いう事態も考えられます。
　もちろん景気の低迷は好ましいことではあ
りませんが、一人ひとりの金銭的な影響の実
感は、世の中の景気や物価と、各家庭の収入
や資産の相対的な価値から得られます。手に
負えない先の未来や景況感を心配しすぎず、
自分ができる“今の自分よりちょっとだけ有
利な自分”を目指して生活改善をしていくの
が得策です。
　その第一歩は「固定費の見直し」です。意
識しなくても自動的に出て行く固定費は、家
庭における基礎代謝のようなもの。基礎代謝
が高ければ太りにくいのと同様に、固定費が
低ければお金は貯まりやすく、貯蓄から切り
崩さなければならない金額も減らせるため、

◆影響を受けるのは我が家だけではない

◆住居費、通信費、保険料

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

ピンチを乗り切る
緊急時の家計の見直し策

第12回

家計が長生きしやすくなります。

やさしい
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パズル
クロスワード
楽しく解いて脳をリフレッシュ！

Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は？

Crossword 
Puzzle

Q.

ヨコのカギ
1. ぶどう、もも、すももの収穫量日本一の県
4. 十五夜にお供えするイネ科の植物
6. 秋に行う、満月の夜に作物の収穫を
　祝う行事といえば？
8. 小説、映画などのおおよその内容
9. 黒と白の碁石を使った陣取りゲーム

1. 夏――、お正月―― 、ひと――
2. 「鱒」の読み方は？
3. 不運や不幸が重なること。「〇〇〇〇に蜂」
5. 秋の紅葉の代表といえば…
7. 偶数ととなり合う〇〇〇
8. 食べる、話すときなどに動かす口の一部

A B C D

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？

下のヒントをもとに、
すべてのマスを
埋めましょう

三大固定費の見直しポイント

住居費 通信費 保険料

➡ローンの借り換えが可能？ ➡現在の料金プランは適正？ ➡支払い方法で損しているかも? 

　家庭の三大固定費は、住居費、通信費、保
険料といわれています。
　住居費については、住宅ローンの借り換え
や、近隣の相場をリサーチした上で今の家賃
が高ければ家賃の交渉、別々に暮らす家族が
同居するなどの方法で支出を抑えられる可能
性があります。
　通信費は、格安スマホに切り替えたり、そ
れが難しければ、今の通信会社のまま解約忘
れのオプションがないかチェックする、自分
が使うデータ容量を確認し適正なプランに変
更する、などの方法があります。
　保険料については、商品によっては月払い
から年払いに切り替えることで割引が受けら
れるケースもあるため、保険会社のサポート
窓口に確認してみるのも良いでしょう。保険
会社によっては9月末まで保険料の支払いの
猶予措置を設けている会社も多いです。
　国や自治体も複数の支援策を準備している
ため、1人で悩まず苦しくなるより少し前に、
公的な相談窓口に利用できる制度がないか、
問い合わせをしてみるのが良いですね。
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指先や爪、指と指の間、手
首は、洗い残しやすいの
で、念入りに洗いましょう。

ウイルスは熱に弱いため、お湯での洗濯と高温乾燥で対策
を！さらにいつもの洗濯に衣類用漂白剤をプラスすると除菌
に効果的です。

翌日の使用に備えて、布マスクに付着したウイルスを正しく除菌しましょう。

※洗剤は標準濃度 ※漂白剤は1Lの水に対し15ｍL

コートやスーツ、制服など、すぐに洗濯できない衣類は、帰宅
時に衣類用除菌消臭剤を使って除菌をしましょう！

口を閉じて頬をふくらませて行う「ブクブクうがい」と、上を向
いてのどを洗う「ガラガラうがい」を行いましょう。

手首

指先（爪）指と指の間

❶ ❷  ❸  ❹  
洗い残しやすい
箇所は注意！

ブクブク・ガラガラうがい

洗濯できるもの 洗濯できないもの

布マスクの洗い方

台風シーズンに備えを
屋外設備の安全確認ポイント

LPガス容器――災害への備えと対応を解説

夫と子どもの
3人家族の主婦

大雨・大風に
気をつけて！

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
LPガスを安全に使うための設備は、屋内だけでなく屋外にも。安代さん
ご自慢の大きなバラのアーチですが、その設置場所には大きな問題が…！

安全確保のため、容器の周囲にものを置いてはいけません。そ
して、LPガス容器がチェーンなどで固定されているか確認し、
不安がある時は取引中の販売店に連絡を。災害時に容器の固定
が外れたり、右の写真のように容器が傾いたり倒れたりした場
合は、すぐに販売店に連絡をして対応を任せてください。

ウィズコロナ時代。避けられない外出で、ウイルスを家の中に持ち込んでしまう心配
が…。帰宅時から気をつけたい手洗いとうがい、衣類のウイルス対策の方法をここ
で改めて確認しておきましょう。

手洗いはウイルス対策の基本。帰宅時、トイレに
入った後、パソコンを使用した後など、こまめに手
洗いを行いましょう！

意外と見落としがちな衣類の除菌。電車の座席に座ったり、壁に寄りかかったりすることで、衣類にウイルス
が付着して家に持ち込んでしまう可能性も。しっかりウイルス対策を行いましょう！

ウイルスは空気中にまぎれています。マスクをして
いても口の中やのどの粘膜に付着している可能
性があるので、しっかり洗い流しましょう！

ウイルス対策

手洗い

衣類のウイルス対策

うがい

しっとりと湿る程度
にスプレーして、
完全に乾かす

❶洗剤で10分浸け置き ❷塩素系漂白剤で10分浸け置き ❸流水でしっかりすすいでから
　干す

くらしの寺子屋塾

家 に ウ イ ル ス を
入れない溜めない

熱風で乾かす
ガス衣類乾燥機
なら安心！

このようになって
いる場合はすぐ
にご連絡を！
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