読者の広 場
《 私の十八番（おはこ）》
私の十八番の料理はカレーライス!! おかずがない時、夏バテ
の時、料理したくない時でも、余りものを入れて煮込めばす
ぐにできて、みんな喜びます。
（岩手県・キンタさん）
松山に転勤した時、得意先の忘年会で「島根から来ました」
と自己紹介を兼ねて銭太鼓を披露し、大喝采を受けました。
今では私の十八番です。
（島根県・あいかの出雲富士さん）
《 生活川柳 》

スーパーを はしごで稼いだ 18円

（香川県・池本一雄さん）

読者の投稿 大募集！

●「最近始めたこと」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。

タ ケ ノ コ
A

B

C

D

ナ

タA ネ

3

ノC
4

ハ

ッ

8

テ

ヒ

ビ
5

カ
6

ナ

の答え

2

ミ

ゲ
ン

7

※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

シャープ
空気清浄機
FU-GK50-B

カ

コD
イ

ケB ン

①右上の茂みの量
②もぐらのヒゲの数
③カゴの中のいちごのヘタ
④右下のいちごの葉の有無
⑤右下のいちごの
花びらの数
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Vol.84

Petit Kurashi no Mori 2020 Spring

名様

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

soil 珪藻土
バスマットライト

P9 クロスワードパズルの答え
1

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4月30日
（木）
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。

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

目指せ！ 料理上手

火加 減の “妙” を知る！

4

名様

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
「最新ガスコンロ」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。
当社は、
個人情報を適切、
厳重に管理し不正なアクセス、
情報の紛失、
破壊、改ざん、漏洩等が起きないよう、予防及び安全対策を講じます。
また、情報の利用が終了した時点で安全に廃棄致します。
詳しくは 当 社 個 人 情 報 保 護 ポリシー（http://www.itcenex.com/
privacy/）をご覧ください。

フラム博士

発行元：伊藤忠エネクス株式会社

プチくらしの森 Vol.84

銅版画／髙宮城 都江

目指せ！ 料理上手

火加減の“妙”を知る！

レシピなどでさまざまに表記される火加減。きちんと使い
分けられていますか？ 今回は、料理の出来栄えを左右す
る火加減について、基本をおさらいし、食材や調理方法
に合わせた使い分け方のコツをレクチャーします。

テフロン加工の鍋は、強火NGなので要注意！
表面のコーティングが剥げる原因になります。

火加減 のこと、きちんと知っていますか？
とろ火
約140℃／消えてしまう
ギリギリ手前の弱い炎。

鍋の中は、ほとんど動きなし。

中火

中弱火

弱火
約150℃／炎の高さが火
元と鍋底の半分程度。

約160℃／弱火と中火の
中間の火加減。

約170℃／鍋底に炎の先
がかすかに触れる程度。

約180℃／鍋底全体に炎
が広がって触れる状態。

「つまみ全開」 が
強火ではありません！

微妙な火加減は、 鍋底への炎のあたり方で見分けを！

火加減 の使い分けをマスターしましょう！

茹

炒

葉物野菜を鮮やかに
「高温で短時間」
「急激
に冷ます」がポイント。
沸騰したたっぷりの熱
湯に 塩を 加えてフタ
をせずにグラグラと茹
で、茹で上がったらす
ぐに冷水に取ります。

炒め物をシャキッと
家庭用のコンロ×フ
ライパンなら、弱火
で 炒めて、最 後だ
け強火にして仕上
げるのが正解！

半端な高温は、食材から水分が出やすく、
うま味も逃げてしまいます。
2

焼

揚

200℃以上／鍋底から炎
がはみ出る程の火加減。

火力が強すぎ、料理ではほとんど使いません。
ガス代も無駄に……。

微妙な火加減が面倒!?

牛肉をジューシーに

表面を素早く焼き
かため、 うま味を
閉じ込めます。

無駄火
（全開）

強火

煙が出る直前までフラ
イパンを熱して、まず
は強火でさっと。
表面
がこんがりしてきた
ら、少し火を弱めて
焼きます。裏返して
同様に。

揚げ物をカリカリに
油の温度がカギです。高
温になり過ぎないよう、
中火を基準に火加減の
調整を。野菜類は低温
（弱火）
、肉類は中温（中
火）
、魚介類や二度揚
げは高温
（中〜強火）
で。

焼

魚をふっくらと

煮

煮物をじゅんわりと

焼き魚は「強火の遠
火」
が理想。グリル
（焼
き網も）は、予熱してお
きましょう。中～強火
で一気に焼き上げる
ことが、皮はパリッ・身はふっくらとし
た焼き魚にするコツです！

レシピなどで詳しい火
加減の記載がなければ、
中火ととらえてOK。
しっ
かり煮含める、長時間
煮込むものは、弱火で
じっくり火にかけます。

強すぎる火加減は具材の煮崩れの原因に。

コンロにお任せできます

機能派ガスコンロ＆グリルがあれば、食材や
料理ごとに火加減を使い分ける手間いらず♪
多彩なオートメニュー機能で、どんな料理で
も理想の仕上がりを実現してくれます。

グリル専用のオプ
ション調理器 具が
あれば、さらに料理
が簡単・便利に♪

⇒６-７ページで、グリル専用オプション
調理器具を使ったレシピを紹介しています！
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季 節 の 健康 コ ラ ム

Spring

第 21 回

Seasonal health

誰にでも発症の可能性

食物アレルギー
医学博士

物アレルギーはなぜ起こる？
食物アレルギーとは、摂取した食物が
原因で免疫システムに問題が発生して起こる
アレルギー反応のことをいいます。じんましん、
下痢、呼吸の異常などが典型的な症状です。
原因食物であるアレルゲンの侵入時に対抗
する「免疫グロブリンＥ（lgE 抗体）
」は、皮膚・
腸粘膜・気管支粘膜・鼻粘膜などに分布する
マスト細胞に結合した状態で存在しています。
体がアレルゲンを摂取するとマスト細胞が反
応し、化学伝達物質（ヒスタミンなど）が放出
され、摂取した直後から約 2 時間以内の間で
症状を誘発するのです。
食物アレルギーの大部分は、乳児期に発症
し、小児期に年齢とともに耐性がついて寛解
していくことがほとんどで、卵・牛乳・小麦・
大豆が主要なアレルゲンです。一方、成人の
アレルゲンでは、エビ・カニ・魚類・果物が
目立つのが特徴。また、年をとってから食物
アレルギーを発症した場合は、小児型と違い
耐性を得ることが少なく、一生つき合ってい
くことになるケースもよく見られます。

食

しい食物アレルギー「PFAS」
これまで食物アレルギーがなかった人
の場合、アレルギー症状が出たために病院を
受診したところ、食物アレルギーが発覚した
ということがよくあります。その他のケース
では「全身がかゆい」
「せきが長続きする」と
いったことでアレルギー検査をしてみると、
実はエビ・カニのアレルギーがあることが発
覚したという方も珍しくありません。
最近、新しい食物アレルギーとして「花粉
―食物アレルギー症候群（PFAS）
」という病気
があることもわかりました。カバノキ・イネ・
ブタクサなどの特定の花粉で刺激を受けた後
にアレルゲンを摂取すると、その花粉との交
差反応によって発症するものです。新鮮な生
の果物や野菜を食べた際、約15分後以内に唇
や口の中にイガイガ感・かゆみ・腫れなどの
アレルギー症状が出現します。
特に、花粉症の方でこうした症状がある場
合は、PFASの可能性が高いといえます。心当
たりのある方は、一度かかりつけ医を受診し、
アレルギー検査をしてもらうと良いでしょう。

新

出典：食物アレルギー診療ガイドライン 2016

果物・野菜など

カバノキ科：
シラカンバ、ハンノキ他

リンゴ、西洋ナシ、サクランボ、モモ、スモモ、アンズ、アーモンド、セロリ、ニンジン、ジャガイモ、
大豆、ピーナッツ、キウイフルーツ、ヘーゼルナッツ、マンゴーなど

ヒノキ科：スギ

トマト

イネ科

メロン、スイカ、トマト、ジャガイモ、キウイフルーツ、オレンジ、ピーナッツなど

キク科：ブタクサ

メロン、スイカ、ズッキーニ、キュウリ、バナナなど
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楽しく続けられる！

ウォーキングのアイデア

気軽に行える健康法の一つ“ウォーキング”。 歩くことで、下半身の筋肉が発
達し、また、見える風景や聞こえる音などから五感が刺激されるため、脳の
活性化にもつながります。そこで、健康維持の習慣として、ウォーキングを
楽しく続けるためのアイデアを紹介します。

準備 編

植地 貴弘 さん

主な花粉と交差反応性が証明されている果物・野菜など
花粉

健康の
ために

Q. どれくらいのペースで歩けばいい？
A. やや早歩きで、息が弾んで会話しづらい
程度のペースが理想です。

Q. どれくらい歩けばいい？
A. 1日の総歩数＝8,000歩を目指
しましょう。

Q. 服装はどうすればいい？
A. 上は、腕を動かしやすいもの
で、温度調節のために羽織物

があると◎。下は、ダボっと
しすぎないパンツスタイルが
歩きやすくて良いです。速乾
性も重視すればバッチリ！

Q. 靴の選び方のポイントは？
A. 試着をしてジャストサイズを選びましょう。
つま先に1cm程の余裕がある
横幅がきつくなく、ちょうど良い
かかとの部分もフィットしている
紐やマジックテープで足の甲を固定できる
ソール（底）が厚めで蹴り出しやすい
適度な重量があり、軽すぎない

危険な場所も記しておけば、
家庭用のハザードマップにも！

アイデア編
万歩計をチェックする

オリジナルマップを作る

一日中携帯しておけば、毎日の
総歩数を把握できます。今なら
スマホが便利！ あらかじめ内蔵
されているものの他、使いやす
い管理アプリを活用しても◎。

歩いた 道 のり、 気になるお店、
きれいな花の咲いている場所な
ど……。毎日のウォーキングの記
録を少しずつ残して、オリジナル
の地図を完成させるのも楽しい！

定点撮影で
写真日記をつける

学校
崖崩れ
注意！

駅

氾らん
注意！
自宅

手軽なスマホ以外に、インスタントカメラもおすすめ！
プリントの手間いらずで、写真下には書き込みもできます。

例えば、建設現場や道端の植物
などを、通り過ぎるたびに撮影。
2020
建物がだんだんできていく過程、 公園.3.25
の桜 が満開！
木や花の成長を、日々の変化と
して楽しむことができます。
5

春の

季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理 学院

サラダパーティー
ズソース
オランデー

いまま
温かをつけて
ソースだきます！
いた

グリル専用調理器具で簡単に！
コンロのグリル庫内に入れて使う調理器具があれば、
調理が簡単！ グリル庫内のお手入れもラクです。

ココット
プレート
（RBO-PC91W）

ザ・ココット
（RBO-TCV）

※写真は共に、
リンナイ製のビルトインコンロ デリシア専用品です。※加熱時間は、使用するタイプによって異なる場合があります。

新玉ねぎと豚肉の
蒸し煮サラダ

疲労回復、ストレス解消に◎
→詳しくは11ページへ

調理時間
約 20 分

カロリー
（1人あたり）約346 kcal

材料（2人分）
新玉ねぎ
豚ロース肉しゃぶしゃぶ用
にんじん
1/2本
豆乳
1/2カップ ⓐ
コンソメ顆粒 小さじ2

400ｇ
150ｇ
西京みそ 大さじ1・1/2
ヨーグルト
大さじ2
（小口切り） 2本
小ねぎ

作り方

ース
オーロラソ

1 玉ねぎは１cm幅に切る。にんじんは短冊切りにする。
2 鍋に豆乳、コンソメ顆粒を入れて火にかけ、煮立っ
たら①と豚肉を入れてふたをして弱火にし、蒸し煮
にする。

3 ⓐを混ぜ合わせる。
4 ②を器に盛り付け、③をかける。
旬野菜のおいしさ そのままサラダ
作り方

材料（2人分）
アスパラガス
スナップえんどう
にんじん
パプリカ

6本
8本
1/2本
1/2個

ⓐ

卵黄
レモン汁
バター
塩、こしょう

1個
小さじ1
40ｇ
少々

ⓑ

マヨネーズ
ケチャップ

大さじ2
小さじ2

撮影協力 ／リンナイ、UTUWA

6

調理時間
約 25 分
カロリー
（1人あたり）約 320kcal

プレ
グリル専用ート型の
調理
おすすめ 器具が

1 アスパラガスは固い部分の皮をむく。スナッ

プえんどうは筋を除く。にんじんはスティッ
ク状に切る。パプリカは1cm幅に切る。

2 ①をプレート型容器に並べ、ふたをして、約10分加熱する。
3〈ⓐでオランデーズソースを作る〉ボウルに卵黄とレモン汁を入
れて湯せんにかけ、泡立て器でよく混ぜる。溶かしバターを少
しずつ加えながらよく混ぜ、塩、こしょうで味を調える。

4〈ⓑでオーロラソースを作る〉ⓑを合わせて混ぜる。
5 ②の野菜を彩りよく盛り付け、③④のソースを添える。

さつまいもの
ハニーレモンサラダ
調理時間
約４
５分

材料（2人分）

アンチエイジング効果◎
→詳しくは11ページへ

カロリー
（1人あたり）約 270 kcal

さつまいも
200ｇ
レモンスライス 適量

ダッチオ
グリル専用ーブン型の
調理器
おすすめ 具が
はちみつ
レモン汁
ⓐ
粒マスタード
マヨネーズ

大さじ1
小さじ1
小さじ2
大さじ4

さつまいもは、鍋で
茹でても
オーブンで焼いてもO
Kです
さつまいもは皮ごとよく

作り方

1

洗ってオーブンペーパーを
敷いたダッチオーブン容
器に入れ、グリルで20分
加熱する。そのまま15分おき、焼きいもを作る。

2 ⓐをボウルに混ぜておく。
3 ①を太めの拍子木切りにし、②に入れてあえる。
4 器に盛り付け、レモンスライスを散らす。
7

下のヒントをもとに、
すべてのマスを埋めましょう

第 10回
お金のプロが教える

やさしい

A

スマホで加入、
1日だけ保障

風呂内 亜矢さん
亜矢

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

2

1

家計管理術

“今ドキ”
保険ってどんなもの？

3

5
D

◆ 必要なときに必要な分だけ

7

ト
ヒン

自動車保険においては、一般的に運転する人

け合わせた造語で、保険を技術で便利にする

を制限した方が保険料を抑えることができます。

注目されています。

る場合」は保障の対象になりません。年に数回そ

動き
「インシュアテック
（Insur Tech）
」
が、近年、
インシュアテックの具体的な恩恵として挙

げられるのは、保障や商品の細分化や、手続
きの利便性向上などです。例えば、健康維持

うしたケースが想定される場合には、運転者を
限定した保険だと困るシーンもありました。

最近では、
「1 日 500 円」などで加入できる 1 日

自動車保険なども、複数社から発売されていま

に運転記録を提出することで運転技術を査定

回であれば、普段は最低限の運転者に絞り込ん

と保険料の割引が受けられる商品や、加入時
し、その結果によって割引が受けられる自動
車保険なども生まれています。

他にも、従来であればひと月単位や数ヵ月単

す。主な運転者以外が運転するシーンが年に数
で保険に加入し、必要なときだけ1日保険に加入

保険を設計する条件を細かくすること（細分

は、通常の月単位での契約の方が家計にとって

ました。また、加入者が自らスマートフォンな

ヨコのカギ
1.
2.
3.
4.
6.
8.

恒常的に保障を受ける必要がある事象につい

備えられると理想的ですね。

見つけられるかな？

いては1日保険などを使って、必要十分な保障を

5

個
違うところが
あります。さあ、何個

自動車保険、1日単位ならこんなときに使える！
CASE.2 自宅の車が使用中
ちょっと
借りていい？

友人

CASE.3 親戚の車でレジャー
私

運転交代するよ

親戚

お 詫 びと訂正

友人の車
1日保険に加入

親戚の車
1日保険に加入

2019 年 冬号の「まちがい探し」の内容に誤りがございました。
ここに訂正し、お詫 びいたします。

9ページの問題文
誤：左の絵と右の絵では、
違うところが6個あります

1日保険に加入

1. 春に咲く黄色の花
2. 可愛い子にさせると良いそうです
3. 弱火、中火、強火など、
正しく使い分けて料理上手に！
5. ――トス、――ロッカー、――ランドリー
7.「もり」
「ざる」とは違い、汁に入っています

やさしいケースも多いことに気を付けましょう。

まさしく、テクノロジーの力といえるでしょう。

8

、
煮てもも、
て ！
い
焼 でも
身
お刺

す。毎月保障すべき事象が発生する場合などで

左の絵と右の絵では、

自宅の車

D

タテのカギ

穏やかな海の○○を表す、春の季語「春濤」
夏の開花、収穫に向けて今からまきましょう！
ガラス、骨、時には友情に入ることも……
ミントのこと
病気やケガの手術をする医師
LPガスの設備や機器の○○○○・調査は、
4年に1回以上行うことが義務付けられています

ては通常の保険で、イレギュラーなケースにつ

私

C

B

どを使って手続きを行えて事務手続きのコスト

を抑えることができるようになっているのも、

B

ただし、こうした1日保険は、継続的に加入す

ることを考えると割安ではないケースも多いで

化）が、技術の進歩によって実施しやすくなり

A

するという方法も選べるようになりました。

位でなければ契約できなかった保険商品などで
は、1日単位で加入できるものも出てきました。

8

一方で、
「長期休暇で帰省した子どもが運転をす

を心がけるよう、目標となる歩数を達成する

お母さん、 子ども
車乗らせて

Q. Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は？

◆ 帰省で便利な自動車の1日保険

保険（Insurance）と技術（Technology）を掛

私

クロスワード
パズル
Crossword
Puzzle

C

4

6

CASE.1 子どもが帰省中

楽しく解いて脳をリフレッシュ！

正：左の絵と右の絵では、
違うところが7個あります

裏表紙の答え
誤：①ネコの尾の向き

②くつ下の柄
③ツリーの電飾の数
④⑤プレゼントの色
⑥クマが持っているオー
ナメントのひもの長さ

正：①ネコの尾の向き

②くつ下の柄
③ツリーの電飾の数
④⑤プレゼントの色
⑥クマが持っているオー
ナメントのひもの長さ

⑦ツリーの幹の色
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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

郵便物は
しっかり
確認を！

異常がなくても必要？
ガスの定期点検・調査にご協力を

安代さん

郵便物の中に、とあるハガキを発見！ 怪しいと思い込む安 代さんでしたが、
だんなさんのおかげで、実はとても大切なハガキだったと気付けて一安心。

夫と子どもの
3人家族の主婦

一緒に食べて栄養効果UP

食べ合わせとは？
二つ以上の食材を組み合わせる「食べ合わせ」によって、そ
れぞれの食材の栄養成分がより効果を増す、反対に、効果が
減ることがあります。ここでは、食事の栄養成分をより効果
的に取り入れるための、上手な食べ合わせの例を紹介します。

良い食べ合わせの例

イラスト・漫画／カマタミワ

解 説 安全のために、法律で義務付けられている点検・調査があります

LP ガスの供給、利用に欠かせない設備や機器は、4 年に 1 回以上の頻度で点検・調査を
実施することが法律で義務付けられています。お客様に立ち会いをお願いするため、事前
に手紙や電話で、実施のお知らせと実施日時の相談を行います。不具合や故障を未然に防
ぎ、お客様に日々安全にガスをご利用いただくための点検と調査です。ご理解とご協力を
お願いします。
10

監修：白鳥 早奈英 先生
（「食塾」主宰）
栄養学博士、心療カウンセラー、
健康運動指導士
国内で初めて、栄養学的に「食
べ合わせ」の研究、提唱をした
第一人者。執筆、
講演、
コメンテー
ターとして幅広く活躍中。

損な食べ合わせの例

玉ねぎ ＋ 豚肉

玉ねぎの薬効成分・硫化ア
リルが、豚肉やハムなどに
含まれるビタミンB1の吸収
をサポート。疲労回復、ス
トレス解消に効果的です。

納豆 ＋ 卵

納豆が含む美肌効果のある
ビオチンの吸収を、卵の白
身が含むアビジンが妨害。
卵は黄身のみを使うように
すれば問題ありません。

キャベツ ＋ あさり

粘膜の修復を助けるビタミ
ンUが豊富なキャベツ。幹
細胞の再生を促すタウリン
を含むあさりと一緒に食べ
れば、肝機能の強化に！

昆布 ＋ごま

昆布のカルシウムが吸収さ
れるのを、ごまの皮が含む
フィチン酸が妨げます。
ごまは、皮のない剥きご
まを選ぶと良いです。

トマト＋さといも

高血圧が気になる方におす
すめ。トマトが含むルチン
が毛細血管を丈夫にし、さ
といもが含むカリウムが余
分な塩分を排出します。

しらす＋ 大根

しらすの必須アミノ酸・リ
ジンの吸収を、大根の酵素・
リジンインヒビターが妨害。
酢が妨害をストップ！ ポ
ン酢などでもOK。

さつまいも ＋レモン

抗酸化作用の高いさつまい
ものビタミンEと、免疫力
アップ&美肌効果を持つレ
モンのビタミンC の力で、
アンチエイジング効果◎。

トマト＋ きゅうり

ビタミンCの豊富なトマト
に対して、きゅうりにはビ
タミンC破壊酵素が……。
破壊を抑える酢をあえて。
ドレッシングでもOKです。

ショウガ ＋ 黒酢

肥満防止に！ショウガには代
謝を活発にしてエネルギー消
費を高める効果、黒酢のク
エン酸とアミノ酸には脂肪
燃焼効果があります。

ねぎ ＋ わかめ

ねぎの硫化アリルが、わか
めが含むカルシウムの吸収
の妨げになります。
カルシウムの吸収を助ける
ビタミンD豊富な小魚を。

⇒★の食べ合わせは、6-7ページでレシピを紹介しています。
ぜひお試しください！
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