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手洗いでは叶わないキレイで安心

「食器洗い乾燥機」の実力

フラム博士



手洗いよりキレイに洗えるってホント!?
食器洗い乾燥機なら、手洗いではできない、高温洗浄、高圧水流の力で、どんな食器もすみずみ
まで徹底洗浄。手洗いの“代わり”以上の働きをしてくれます！

食器洗い乾燥機用の洗剤は、手洗い用の中性
洗剤には含まれていない、洗浄力の高い成分が
入っています。そのため、茶渋や卵、ご飯粒などの
落ちにくい汚れでも、強力に浮かせて洗浄できる
のです。

高圧な水流を直接食器に当てて汚れを落としま
す。距離にして約2ｍまで飛ぶ強力噴射を実現し
ている製品も。重なった食器も、フォークなどの小
物の細部も、グラスの中底も、庫内にある食器の
すみずみまで立体的に洗浄します。グラスにビー
ルを注ぐと泡のきめ細やかさの違いが歴然!

食中毒の菌の多くは、高温が弱点。食器洗い乾
燥機は高温洗浄を行うので、除菌効果が期待で
きます。さらに雑菌が繁殖しやすいスポンジやふ
きんを使用しないところもポイント！洗浄から乾燥
まで一気に行えるので衛生面も安心です。

通常、手洗いで使うお湯は熱くても40℃前後。食
器洗い乾燥機なら60～80℃の熱湯で洗浄・す
すぎを行うので、しつこい油汚れも素早く溶かし
て洗い流します。

油汚れもしっかり落ちる

除菌効果◎食中毒対策にも！

高温洗浄 強力な洗剤

高圧水流

手洗いでは叶わないキレイで安心

 「食器洗い乾燥機」の実力

食洗機

手洗い

60～ 80℃

40～ 50℃

20～ 30℃

なら

は

豚や牛の脂が
溶ける温度帯は

水温

●細菌汚染状況（一般生菌数）を調べてみると…

まな板 スポンジ ふきん
100～ 10万 /㎠｠ 1億～ 100億 /個 1億～ 100億 /個

※花王(株)調べ

台所用洗剤（一例） 食洗機専用洗剤（一例）

※洗剤によっては成分が異なります。

界面
活性剤

アルカリ
成分

水分

その他 その他

界面活性剤

漂白成分

酵素

2
m

キレイに洗えるから、泡立ちが違う

洗浄前 洗浄後
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新三種の神器の一つ「食器洗い乾燥機」。節水や家事の時
短ができるだけでなく、手洗いにはマネできない徹底洗浄が
可能。夏場、気になる食中毒対策にもお役立ちの食器洗い
乾燥機の魅力を改めて紹介します。

 フライパンやザルも洗えるってホント!?

手洗いよりずっと経済的ってホント!?

食器洗い乾燥機には大容量のタイプがあるので、汚れたフライパンなどの大きな調理器具や洗
いづらい細かい網目のザルなどもしっかり洗えるので便利です！

洗い物が多く、手洗いをする頻度が高いというご家庭ほど、水道代・ガス代・電気代・洗剤を含む
ランニングコストの節約ができることを実感できるはず…！

食器洗い乾燥機は、使用する水量が手洗いよりも少な
く済み、水道料金を大幅に節約することができます。

ふだん使いの食器全般、洗えます!!

節水によりランニングコストが大幅にダウン!

ザル お弁当箱
汚れが詰まりやすい
網目

すり鉢
溝に入り込んだ
汚れ

哺乳瓶
手が届きにくい
底や角

包丁
刃と柄の境目

泡立て器
ワイヤーの
内側部分 グリル

焼き網に
こびりついた汚れ

ごとく
蓄積して固まった油汚れ

ぬるぬる・ベタベタ
する角や隅

鍋類
取っ手やつまみ

絞り器
溝に溜まった汚れ

おろし金
スポンジが使えない…

まな板
細かい傷に入り込む汚れ

大きな
フライパンも
入ります！

手洗い（56点） 103ℓ
食器洗い乾燥機 12ℓ※２

●使用する水量比較 ●ランニングコスト比較

約8人分の食器＝56点※1 で
比べてみると…⁉

※1日本電機工業会による自主基準
※2リンナイ製食器洗い乾燥機（RSW-F402C）の場合
※2使用条件・環境により異なります。

手洗い
（56点）

食器洗い
乾燥機

74.1円

42.6円※2

水道 26

水道3

洗剤6.3

ガス8.4 電気24.9

洗剤9.1 ガス39およそ
1/10も
節水
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虫かも…？ 自己判断よりも診断を
爪白癬は白癬菌が爪の中に入り込んで

起こります。足白癬を放置したために起こる
ことがほとんどで、足の親指の爪に生じやす

第 22 回

近にかかりやすい感染症
水虫は、白癬（はくせん）菌という真菌、

いわゆるカビが足などに繁殖して起こる皮膚の
病気です。正式には「白癬」といい、特に足底
や足の指の間に生じるものを「足白癬」、手足の
爪に生じるものを「爪白癬」と呼んでいます。
　日本の場合、足白癬にかかる人の割合は人口
の約21.6％、爪白癬は10％といわれ、比較的
身近にかかりやすい病気です。男性に多いと思
われがちですが性差はほとんどなく、女性の方
も注意が必要です。
　足の白癬は、白癬菌が足裏の皮膚に感染する
ことで起こります。同居している白癬患者から
感染する、公共浴場のバスマットやスリッパな
どの素足で触れるものから感染する、というケ
ースが多いです。
　高温多湿を好むため、足裏に汗をかきやすか
ったり、密閉性の高い靴を長時間履いていたり
すると、白癬菌が住み着きやすく注意が必要で
す。予防策としては、入浴後に足をよく乾かす、
靴下は吸湿発散性のものを選ぶ、幅広の靴やサ
ンダルを履く、可能であれば数日ごとに靴を履
き替えることが有効です。また、白癬菌は60
℃以上で死滅するといわれているので、それ以
上の高温で洗濯や乾燥ができると理想です。

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

水虫
蒸し暑い夏、感染に注意！

医学博士　植地 貴弘さん

水

身 く、また下のグラフの通り、年齢とともにそ
の頻度が増していくのも特徴です。爪が白や
黄白色に濁ったり、分厚くなったり、もろく
なったりします。
　白癬は自分で気付きにくい病気とされてい
る一方で、白癬だと思い、薬局で外用の抗真
菌薬を購入して使用したがなかなか治らな
い、というケースも多く耳にします。実は、
白癬と思っていたもののそうでなかったとい
う実例も40%程あり、安易な自己判断は禁物
です。
　白癬の診断は皮膚科医が顕微鏡を用いて患
部の一部を観察します。また、足白癬は外用
の抗真菌薬が効果的ですが、進行して爪白癬
になると、内服の抗真菌薬でないと治療が難
しい場合も出てきます。そして、糖尿病の人
の場合は足白癬があると、潰瘍から重症化す
るケースも少なくありません。
　足の皮膚症状が気になる方は、一度、皮膚
科を受診してみると良いでしょう。

10
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( 年齢 )年齢別有病率
爪白癬（緑）、足白癬（オレンジ）、累計（赤の折れ線グラフ）
爪白癬は年齢に伴い有病率が増加するが、足白癬は50歳代にピークがある

■日本における足・爪白癬の疫学調査成績（フット チェック2007）

参考文献：日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン 2019
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古くから重宝されてきた「手ぬぐい」。ハンカチやタオルに劣らない
長所があり、手を拭く以外にも活用方法がたくさん！ 
頼れる便利なアイテム「手ぬぐい」の活用術を紹介します。

吸水性はタオルにやや劣るものの、速乾性では圧勝です。
咳やくしゃみの飛まつ、汗などの水分を吸ったタオルやハ
ンカチは、雑菌が溜まりやすいのが難点。手ぬぐいならす
ぐに乾き、かさばらず携帯性も◎。幅広い用途で使えるこ
とから、愛用者が増えています。

　

手ぬぐい タオル ハンカチ

吸水性 ○ ◎ △

速乾性 ◎ △ △

収納性 ◎ △ ◎

いろいろな用途に大変身！

オシャレで万能「手ぬぐい」オシャレで万能「手ぬぐい」

感染症対策の基本は手洗いと咳エチケット。咳が出る時に当てるだけでも良いですが、
簡単なひと工夫でマスクにも大変身します！

水滴を吸収するので、カバンの中が濡れるのを防いでくれる
ペットボトルホルダー。持ち運びにも便利です！

手ぬぐい製のご祝儀袋なら、役目を終えた後でも便利に活用できます。
素敵な柄のものを選べば、贈った相手にも喜ばれそうです。

エコマスク

手ぬぐいは実用的!

ペットボトルホルダー

ご祝儀袋

手ぬぐいオススメ活用術

手ぬぐいは
実用的で優秀♪

好みの柄でオシャレに♪
いろんな所

で
大活躍！

〈作り方〉◆手ぬぐい 　◆ゴム 2 本 を用意します　

〈作り方〉◆手ぬぐい　◆ペットボトル を用意します　

〈作り方〉◆手ぬぐい　◆中袋　◆水引　◆用途に合った短冊 を用意します

①真ん中に向かって
　上下を折る

①キャップの下で結ぶ

①左を 10㎝折り、折った
　左端に合わせて右も折る

②中央に中袋を置く ③中袋の形に合わせて
　下から折る

④上からも同様に折り、
　水引を付ける

⑤裏返して左右を水引の
　輪の中に入れる

②ボトル全体を包み、下に
　余った手ぬぐいをねじる

③ボトルの底で一つ結びする ④❶の結び目に、❸の下端を
　通し、結び付けて完成！

②輪が下になるように
　二つ折り

③両端からゴムを通す ④左右を折りたたんで完成！

何度も洗って使えるので清潔!

内
祝
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　細切こんぶ（がごめこんぶ）			 3ｇ
　かつおぶし	 3g
　しょうゆ	 大さじ2
　砂糖	 小さじ1
　酢	 大さじ1/2

みょうが	 3本
大葉	 20枚
しょうが	 30ｇ
きゅうり	 1本
なす	 1/2本
オクラ	 3本

みょうが、大葉は粗みじん切りにする。しょうがは皮をむいてみ
じん切りにする。きゅうりは４～５ｍｍ角に切る。

なすは４～５ｍｍ角に切って、水に２～３分さらし、ザルにあげ
て水をきり、ペーパータオルで水気をとる。

オクラはさっとゆでて、５ｍｍ角に切る。

ⓐを合わせる。

ボウルに①②③④と細切りこんぶを混ぜ、2時間くらいおく。

みょうがは縦半分に切る。

ⓐを混ぜ合わせる。

みょうがの切り口に②を
塗って、グリル上下弱火
で6~7分焼く。

作り方 作り方

季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理学院

みょうがのみそ焼き

1. 1.

2.
2.

3.

3.

4.
5.

みょうが	 3本
　西京みそ	 大さじ２
　みりん	 小さじ２

材料（作りやすい分量）

材料（2人分）

調理時間	約15分 調理時間	約15分約100kcal

約61kcal

カロリー
（全量）

カロリー
（1人あたり）

撮影協力／ UTUWA

ⓐ

ⓐ

西京みその代わりに、
ご家庭にある味噌に
砂糖を加えてもOK

保存容器に入れれ
ば、3日くらい日持ち
します。ご飯やそう
めん、  冷奴などにの
せていただきます

山形のだし

脇役なんて言わせない！

A B

A

B
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大葉	 20枚
にんにく	 2片
ベーコン	 1枚
スパゲッティ	 180ｇ
オリーブオイル	 大さじ２
塩こしょう	 少々
しょうゆ	 少々

大葉はせん切りにする。

にんにく、ベーコンはみじん切りにする。

スパゲッティは、たっぷりのお湯に塩を入れた中でパッケージ
の表示通りゆでて、ザルにあげる。

フライパンにオリーブオイルと②を入れて火にかけ、弱火で
にんにくの香りが出るまで炒める。火を強めて③を加えて、塩、
こしょうをふって混ぜ、味をみてしょうゆ少々で調える。火を
消し、①を混ぜて器に盛りつける。

しょうがはよく洗って、皮ごと薄
切りにする。鍋に入れ、砂糖を加
えてよく混ぜる。はちみつも加え
て混ぜ、30分くらいおく。

ⓐのスパイスを加えて弱火にかけ、
しょうががしんなりするまで煮る。

冷ましてⓐをのぞき、レモン汁を
混ぜ、保存容器に入れる。

氷の入ったグラスに③を1/4カップ
入れ、炭酸水を1カップ注ぐ。

作り方

作り方

大葉のアーリオ・オーリオ

ジンジャーエール

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

しょうが	 180ｇ
砂糖	 180ｇ
はちみつ	 大さじ１
　ブラックペッパー(ホール)	 10粒
　コリアンダー（ホール）	 10粒
　シナモン(ホール)	 4cm
　クローブ（ホール）	 1/2個
レモン汁	 大さじ２
炭酸水	 3〜4カップ

材料（2人分）

材料（3～4杯分）

調理時間	約15分

調理時間	約60分

約482kcal

約225kcal

カロリー
（1人あたり）

カロリー
（1人あたり）

ⓐ

スパイスは好みで種類、
量を加減してください。
辛口が好みの方は赤唐辛
子のタネを取り除いたも
のを加えても◎

薬味が主役のレシピ
C

D

C

D
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　2019 年 10 月〜 2020 年 6 月まで消費税
増税の影響を緩和するためのキャッシュレス
決済に対するポイント還元事業が行われまし
た。次にキャッシュレスにまつわる還元事業
として予定されているのは、マイナンバーと
キャッシュレス決済の普及促進を目的とした

「マイナポイント事業」です。2020 年 9 月
〜 2021 年 3月末まで実施される予定です。
　この事業を利用するためには、申請して取
得するプラスチック製のマイナンバーカード
を発行し、「マイキー ID」を取得します。取
得したマイキー IDを、希望する対象キャッシ
ュレス決済にひも付けることで最大25％のポ
イント還元が受けられるというものです。
　マイキー IDをひも付けたキャッシュレス決
済を利用する際、2 万円をチャージすると、
5000 円分のマイナポイントが付与される予
定です。2 万円の支払いで2 万 5000円分の
買い物ができるようになるため、確かにこの
ケースだと25％になります。

　マイナンバーカードを持っている人は、
AndroidやiPhoneのアプリをダウンロード、

◆キャッシュレス決済で最大5000円が

◆マイナンバーカードの発行には1ヵ月かかる

◆マイナポイントを取得する方法

マイナンバーカードを取得 マイキー IDを取得 決済サービスにひも付 マイナポイントを取得

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

マイナンバーで最大25％還元
「マイナポイント事業」とは？

第11回

パソコンで設定する人はカードリーダーを準備
して、マイナンバーカードを読み込み、マイキ
ー IDを取得します。自宅にスマホやパソコン
など環境がない場合でも、自治体の窓口に設
備が準備されているケースがあります。
　マイナンバーカードの取得がまだ済んでいな
い場合、早めに手配を始めた方が良いでしょ
う。通常でも、マイナンバーカードの発行には
1 ヵ月程度かかります。マイナポイント事業が
始まるタイミングが近付くと、申し込みが混み
合い、発行に時間がかかってしまう可能性があ
ります。
　マイナンバーと決済などのデータを連携させ
ることに抵抗がある人もいるかもしれません。
その場合、マイナンバーカードはひとまず作る
ものの、連携させるかどうかを少し考えるのが
良いのではないでしょうか。マイナンバー自体
はすでに国民に割り当てられていて、現時点で
マイナンバーカードの発行で連携されるデータ
が増えるわけではないと考えられるためです。
マイナンバーカードは、身分証明書としてだけ
でなく、2021 年 3月より健康保険証と連携す
ることも可能（予定）なので、発行しておくと
便利かもしれません。

やさしい

2020年9月～ 2021年3月末2020年7月～予約受付中

1 2 3 4

発行には1ヵ月かかる可能性があ
るので早めに申請しましょう

希望する対象キャッシュレス決済とマ
イキーＩＤをひも付ける設定をします

2万円チャージすると5000円の
マイナポイントが付与されます

スマホやパソコンで設定。環境がない方
も自治体の窓口で設定が可能な場合も
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青い炎？ 赤い炎？
点火・消火は必ず目で確認を！

ガスコンロの炎が赤い時の原因と対処法解説

夫と子どもの
3人家族の主婦

新しい
コンロが
欲しいな～

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
いつも通りにガスコンロを点火すると、様子を見ていただんなさん
が慌てた様子で火を消してしまいました。どうしてでしょうか…？

赤い炎は、不完全燃焼を起こしている可能性があります。まず考えられる原因は、コンロ
まわりの酸素不足。一度火を止め、窓を開けて新鮮な空気を取り込みましょう。換気をし
ても赤い炎が続く場合、バーナーキャップの目詰まりや劣化が原因かもしれません。ガス
コンロは定期的に掃除し、部品が劣化し変形している場合は、交換や修理を。
※調理中に一時的に赤くなることがあっても、すぐに青い炎になれば問題ありません。
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くらしの寺子屋塾

デング熱や日本脳炎などを感染させることもあり、毎年およそ50万人以上の命を奪
う危険性をはらむ生物「蚊」。蚊の活動はこれからが本番です。蚊の生態を知り、撃
退策を身につけましょう！

◆蚊の種類:世界には約3500種、日本には約
100種が存在します。その中でも身近で見かけ
る吸血する蚊は、ヒトスジシマカやアカイエカ、チ
カイエカ。感染症リスクがあるため注意を！

◆気温と吸血行動:メスだけが産卵の栄養源と
して吸血をします。気温が15℃以上になれ
ば、吸血行動が始まり、26～31℃で最も活
性化します。

蚊の被害で最も恐ろしいのは、感染症リスクをもたらすこと。海外へ旅
行する際に注意することはもちろんですが、日本でも、蚊が媒介する
感染症として、日本脳炎や近年ではデング熱が広く知られています。
かゆいだけでは済まされない環境になりつつあるのが実情！しっかり
と蚊を防ぎましょう！

幼虫であるボウフラは水中に生息
し、少しの水があれば成長してし
まいます。梅雨の時季は、家の外
に放置してある物のくぼみに雨水
が入るので要注意！

蚊は、人や動物の吐く二酸化炭素、体温、汗のにおい、
黒い色に引き付けられます。さらに、足の常在菌の種類
が多い方は、蚊に刺されやすいといわれています。

◆蚊の一生:約10日で卵から成虫まで成長（アカ
イエカの場合）。蚊の寿命は種類や条件により
様々ですが、メスは3～4回産卵し、約20～40日
以上生きることも可能。

世界で最も危険な生物!?

不快な「蚊」を撃退せよ！

蚊の生態を知る

蚊による感染症リスクの危険性

蚊を発生させない 蚊に狙われやすい人

高体温、飲酒後、
運動直後、汗、黒い服等

吸われやすい要素

蚊を寄せ付けないために

ペットも
気を付けて！

屋内 ●窓や玄関、網戸をしっかり閉める
屋外 ●長袖を着用し皮膚の露出を避ける
　　 ●虫よけ剤を使用する
　　 ●足裏を除菌する、汗を拭く

ハ
ッ
カ
油

自然由来のハッカ油
がおすすめ♪タイヤの溝

バケツ

空き缶や空いた
ペットボトル

使ってない
飼育ケージ

植木鉢の受け皿

つまった側溝

1.5日 7〜10日 ２〜3日

卵
〈水中〉

幼虫 サナギ 成虫

1回に
100～200個産卵
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