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プチくらしの森 Vol.87

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

「ガス衣類乾燥機」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。

フラム博士

銅版画／髙宮城 都江

2021年も最高の年に！

開運風水～玄関・寝室編～

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。
2021年1月31日（日）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！
●「好きな場所」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。

《　日々の小さなぜいたく 》

《　生活川柳 》

魚をさばいて食べることです。今年から大学生になり、自炊
に目覚めました。自分でやることで食べる楽しさやありがたみ
が増しました。        　　　　　  　（島根県・ぷもんさん）

本当にたまにお寿司を買って「うち飲み」することです。日
本酒でチビチビと楽しむのが小さなぜいたくです。
 （北海道・タカさん）

散歩しよう マスクしてでも 良い景色
 （福岡県・コーギーのマオくんさん）

P9 クロスワードパズルの答え

カ マ ク ラ
B C DA

の答え

①画面左の小判の有無
②画面左上の梅の花の有無
③中央鏡餅のみかんの有無
④画面右の扇子の色
⑤画面右の門松の葉の有無
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毎年大好評の企画！これまでキッチンやリビング、水回り編をお届け
してきました。今年は、風水の３大スポットといわれる玄関・キッチン・
寝室の中から、玄関と寝室の風水術をご紹介します。新年も良い運
気を招き入れましょう！

玄関ってどんな場所？ 寝室ってどんな場所？

玄関に取り入れたい方位別カラー

2021年も最高の年に！

開運風水～玄関・寝室編～

玄関は幸運の入口であると同時に、外から持ち
帰った悪い気も入ってきてしまう場所。玄関の環
境を整えて家族全員の運気を上げましょう。

人生の1/3 を過ごすといわれる寝室。風水では、寝
ている間に運気を吸収するといわれています。寝具
なども毎日清潔にすると不運知らずに！

１日１回は掛布団をふわっと縦に揺らして敷布団と掛布団の間に空気を入れ
ることで寝床の気の通りを促すと◎。また、パジャマや枕カバー、シーツ、カーテ
ンもこまめに洗濯をして清潔をキープしておくことが開運アップに効果的。ガス
衣類乾燥機なら、天候に左右されずいつでも洗濯ができるのでオススメです。

家の中心から見た玄関の方角で
判断。スリッパやラグ、カーテンな
どのアイテムで開運カラーを取り
入れてみましょう。

すべての気が入ってくる重要な場所 悪い気を浄化し、運気を再生させる場所

清潔な寝具にすることで開運に

湿気はNG ！濡れた傘を家に
持ち込まないよう傘立ては外
に出すのがベター。白色の傘立
てにすると陰の気を払う効果
があるので◎。

傘立ては玄関の外に！
邪気を一掃

真っ暗な状態での睡眠は運気
のバランスが崩れやすくなるの
で避けましょう。間接照明やフッ
トライトなど小さな灯りをつける
と運気アップにつながります。

睡眠中も小さな灯りを
つけると気が安定

ベッドの下は運気が溜まりやす
い場所。収納スペースにせず、
キレイに整えた環境で眠ると睡
眠中に良い気を吸収でき運気
が上昇！

ベッドの下は
何も置かないが正解！

北に枕を向けると気の流れが
良くなり、運気アップに！避けた
いのは南。安眠できずイライラ
の原因にも。

金運アップは
北枕がベスト

花を飾るなら旺気を取り込め
る生花に。狛犬やシーサーのよ
うな一対の動物の置物は邪気
を跳ね返してくれます。

生花を飾って
上昇気運を逃さずに！

外出先で付着した汚れは邪気
となり、家の中に侵入すること
に。玄関マットを敷いて邪気を
吸収させましょう。定期的に洗
濯することも忘れずに！

玄関マットを置いて
良い気だけ取り込む

玄関は外からの幸運が通る大
切な通路。靴が脱ぎ散らかっ
ていると通路をふさぐことに。脱
いだ靴は揃えるか靴箱に収納
して金運アップに！

靴は靴箱に収納して
金運アップ！ シーツやカバー、パジャマの色

を変えて開運に！

寝室の開運カラー

金　運アップ：クリーム色、キャメル色
恋愛運アップ：ピンク色
出世運アップ：オレンジ色
健康運アップ：白色
仕事運アップ：水色

「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

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

北

南

東西 家の
中心

方位 開運カラー
東 緑色、赤色、ピンク色
西 クリーム色、黄色
南 オレンジ色、ブルー色

北 白色、濃紺色
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豆の種類や淹れ方など、知れば知るほど美味しく味わえる奥深いコーヒーの世界。
おうちで美味しいコーヒーを淹れるために知っておくべきことをご紹介していきます。

自分の好みに合ったコーヒー豆を選ぶには「産地」「焙煎」の２つのポイントがあります。

美味しいコーヒーへの一歩は、抽出の仕方を学ぶこと！
ハンドドリップで一番簡単なペーパーフィルターを使う淹れ方をご紹介します。

第 24 回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  

膀胱炎
女性に多い病気

医学博士　植地 貴弘さん

性に多い尿路感染症
残尿感や頻尿がしばらく続いたことのあ

る方も多いのではないでしょうか？今回はこの
ような症状を呈する「膀胱炎」について解説し
ます。
　膀胱炎は尿路感染症の1つで、症状の経過か
ら急性と慢性に分類されます。さらに、基礎疾
患がない単純性と基礎疾患がある複雑性に分
類されます。また、膀胱炎で発熱を伴うことは
なく、発熱が伴う場合は、膀胱炎が進行した腎
盂腎炎や、前立腺炎など、他の病気を考える必
要があります。
　尿路感染症は女性に多い病気です。その理
由は、女性は男性に比べ外尿道口から膀胱まで
の距離が短く、3 ～ 4cmしかありません。ま
た尿道が男性に比べて太く、肛門に近い位置に
外尿道口があるため、外からの細菌が侵入しや
すい構造になっています。そのため、16歳以
上の女性のうち、37％が尿路感染症に感染し
たことがあるといわれています。また表の通り、
特に17 ～ 39歳の若年層に多く、そのほとんど
が単純性膀胱炎といわれています。
　膀胱炎の症状は、頻尿、残尿感、排尿時痛
などで、一度罹患したことのある方は、再発を
繰り返しやすいといわれています。

女

ほっと心 が 温まる時 間

コーヒー豆 を 選 ぼう

ホットコーヒーを 淹 れ てみよう

産 地
コーヒーは、コーヒーベルトと呼ばれる赤道に近いエリア
で栽培されます。土地や気候の違う産地ごとに風味や味
がかわります。

焙 煎  （ロースト)
コーヒー独特の風味を引き出す重要な焙煎。焙煎度に
よって色や味、香りが変化します。焙煎度もチェックして
みましょう♪

世 界 三 大コーヒー
❶ハワイ島コナ地区
爽やかな酸味と適度なコクの「コナコーヒー」
❷ジャマイカ
バランスの取れた上品な味の「ブルーマウンテン」
❸タンザニア
キレのある酸味で野性味漂う「キリマンジャロ」

ライトロースト

シナモンロースト

ミディアムロースト

ハイロースト

シティロースト

フルシティロースト

フレンチロースト

イタリアンロースト

浅
煎
り

中
煎
り

深
煎
り

酸
味
強
い

苦
味
強
い

アメリカン

レギュラー

エスプレッソ

カフェオレ

焙煎度 味 おすすめの飲み方

おうちコーヒーを楽しもう

ペーパーフィルターを
ドリッパーにセット1

中心から「の」の
字を書くように

POINT

３回に分けて
お湯を注ぐ4

カップはあらかじ
め温めておくと◎

POINT
コーヒーカップへ
注ぎ完成5

20㏄のお湯を注ぎ
20秒蒸らす3
お湯は90℃

POINT

❸

状が出たら病院へ
単純性膀胱炎の治療は、抗生剤の内服

が基本です。水分を多く摂取することで自然
治癒することもありますが、高齢の方の場合
は、細菌が尿路に残存し再発することが多く、
きちんと治療をする必要があります。
　治療のタイミングが遅れ、膀胱炎の症状が
続いた場合は発熱を伴う場合があります。こ
れは腎臓までの尿路の逆行性感染によって引
き起こされる腎盂腎炎です。腎盂腎炎から致
死的である敗血症に至るケースも多く、全敗
血症のうち25％が尿路感染症が原因といわれ
ています。そのため、「膀胱炎かも…」と思っ
たら、早めにかかりつけの内科や泌尿器科な
どで受診することが大切です。
　膀胱炎は生活習慣で予防できるといわれて
います。尿意を我慢しすぎない。水分をこま
めに取る。排便後は前から後ろに拭く。寝る
前に排尿する（特に性行為後）。まずはこうい
った生活習慣から改善していきましょう。

症

年齢 年間推定発生率
乳児期 2.1％
小児期 3.0%
17-39 歳 15.2%
40-59 歳 11.4％
60-79 歳 9.7%

■尿路感染症 年代別年間推定発生率

出典：Infect Dis Clin North Am 2003 Jun; 17（2）：227

赤道

人数分のコーヒー粉を
ドリッパーに入れる2

【コーヒー粉使用量目安 】
1杯分： 10〜12ｇ
2杯分： 20ｇ
3杯分： 25〜30ｇ

❶ ❷
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大根と豚肉のみ
そ煮

季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理学院
撮影協力／ UTUWA

大根は皮をむいて縦4～6つに切り、6～7mm厚さでそぎ切りにする。
豚バラ肉は1cm厚さ、3㎝幅くらいに切る。Aと豚肉を入れて煮立て、
アクをとりながらやわらかくなるまで中火弱で約15分茹でる。
肉がやわらかくなったら長ねぎの葉を取り出し、①の大根を加え、
ふたをして10分くらい煮る。
Bを混ぜ合わせ、③の煮汁少々でのばす。
④を加え、弱火にして煮汁が少なくなるまで15分くらい煮る。
温めた器に盛り、万能ねぎを散らし、
好みで粉山椒をふる。

作り方

1.
2.

3.

4.
5.
6.

材　料（４人分）

大根	 400g
豚バラ肉ブロック	 300g
　水	 3カップ
　酒	 大さじ2
　長ねぎの葉	 1～2本
　しょうが（薄切り）	 15g

A 万能ねぎ（小口切り）	 2本
粉山椒	 お好みで適宜

　みそ	 30～ 40g
　砂糖	 大さじ１強
　おろししょうが	 20g

B

約356.8kcalカロリー
（1人あたり）調理時間	約60分

作り方

キャベツは大きめのザク切りにする。にんじんはピーラーで薄
くスライスする。
かぶは2～4つ割りにする。じゃがいもは1口大に切る。
豚肉は食べやすい大きさに切る。
かぶの葉は3～4cm長さに切る。
鍋にバターを溶かし、にんにくを炒める。
水、鶏がらスープの素を加えて煮立て、①～③を入れて煮る。
具材が煮えたら、④を加えて火を通し、粗びき黒こしょうを
ふり、おろしにんにく、仕上げ用バターをのせる。

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

にんにく
　ガッツリ塩バ

ター鍋

材　料（４人分）

約551kcalカロリー
（1人あたり）調理時間	約15分

鶏肉団子の
　　　おろし煮

約247.5kcalカロリー
（1人あたり）

調理時間	約30分

材　料（４人分）

サラダ油	 適量
大根	 500g

　鶏ひき肉	 300g
　長ねぎ（みじん切り）	 1/2本
　おろししょうが	 10g
　卵	 1個
　塩	 小さじ1/2杯くらい
　砂糖	 小さじ１杯

A

　しょうゆ	 大さじ2～3杯
　酒	 大さじ2杯
　砂糖	 大さじ1・1/2～２杯

B

えのきたけ	 50g
長ねぎ	 1/2本
しょうが	 15g
七味唐辛子	 お好みで適宜

作り方

Aをよく混ぜ合わせる。
鍋にサラダ油をあたためて、①をスプーンで3cmくら
いの平たい団子状にして落とし入れ、両面を焼いて、
別器に取り出す。
大根はおろして汁ごと鍋に入れる。
えのきたけは根を切り落とし、丈を２つに切る。
長ねぎは3cm長さのせん切りにする。

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

しょうがはせん切りにする。
③にBの調味料を加え、混ぜて火にかけ、②を入れる。
煮立ったら弱火にして、味がなじむまで10分くらい煮る。
④を加えて火を通し、器に煮汁とともに盛りつけ、⑤
をのせ、好みで七味唐辛子をふる。

冬の寒さに負けない！

カラダあったかレシピ
しょうがと仕上げの
香辛料で体の芯から

ポカポカ

にんにく×バター×豚肉
のアツアツ鍋で
体の保温効果◎

キャベツ	 1/4個
にんじん	 1/2本
かぶ	 4個
じゃがいも	 2個
豚バラ薄切り肉	 300g
バター	 50g
にんにく（みじん切り）	 3片

水	 5カップ
鶏スープの素	大さじ2～3杯
粗びき黒こしょう	 適量
おろしにんにく	 2片
バター（仕上げ用）	 30g
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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

種類が多すぎて困る…!?
キャッシュレス決済の選び方

第13回

やさしい

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. 「〇〇〇〇まんじゅう、押されて泣くな」
  4. 北に向けて寝ると金運アップ
  5. 未完の世界遺産サクラダ・ファミリアの
　 建築家 アントニ・〇〇〇〇
  7.日本は6,852のコレから成る国
  8. デパートの食の宝庫といえばココ!
10. 顔を白塗りしたおもてなしのプロ。京都が有名

  1. 桃太郎が鬼退治に向かった場所
  2. 幸運・金運をかき集める商売繁盛の縁起物
  3. 〇〇〇〇楽座。戦国時代の経済政策です
  6.「上手い」「旨い」「美味い」「巧い」の読み方は？
  9. 正月に家の前に飾る〇〇松

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

キャッシュレス決済を選ぶポイント

クレジットカード 電子マネー コード決済 デビットカード

支払いの
主なタイミング 後払い あらかじめ入金した金額の範囲内で利用 即払い

操作方法（例） カードを渡す カードや
スマホをかざす

スマホで
QRコードを利用 カードを渡す

使いすぎ
防止にオススメ △ ◎ 〇 ◎

　キャッシュレス決済を選ぶ視点は、「お金を払
うタイミングがいつか（後払い、即払い、前払
い）」、「支払い操作は何か（カードを渡す、スマ
ホをかざす、コードを見せる）」に着目すると選
びやすくなります。
　クレジットカードは、従来から使われていて実
績も多く、いざという時の補償も手厚いです。ま
た、操作もカードを渡すなどの方法が主流のた
め、使い慣れているというメリットがあります。
一方で、お金が引き落とされるタイミングは、買
い物をしたタイミングよりも後から（後払い）に
なるため、家計管理がしづらかったり、手元に
残金があるまま生活を続けられることから、お金
を使いすぎてしまうという人も多いです。
　お金を使いすぎてしまうという悩みや不安をお
持ちの人は、保険料や通信費、水道光熱費など
の固定費の支払いだけに使うのが良いでしょう。
逆に後払いでも使いすぎる心配がない人は、可
能な限り支払いをクレジットカードにまとめるこ
とで利用明細が家計簿代わりになるだけでなく、
獲得するポイントも分散されず効率的です。

◆使いすぎの心配がない人は
　クレジットカード

◆使いすぎが心配な人は
　前払い式の電子マネーやコード決済
　使いすぎることが心配な人は、固定費以外の
食材や交際費などの普段のお買い物は、後払い
のクレジットカードよりも、お金を払うタイミン
グが即払いや前払いとなる決済方法を選ぶと安
心でしょう。例えば、あらかじめ入金した金額の
範囲内でしか利用できない「電子マネー」や「コ
ード決済」などを検討すると良さそうです。
　電子マネーの場合、カードを渡したり、スマホ
をかざすなどの操作で支払いをします。コード決
済の場合はスマホに表示させたQRコードなどで
取引をしますが、クレジットカードを連携させると
後払いになるため、あらかじめ入金した残高から
使っていく方法を選択するのが手堅いでしょう。
　また、近年、銀行が発行するデビットカード
にVisaやMasterCard、JCBなどの国際ブラン
ドのロゴがついているものも増えました。こうし
たデビットカードなら、クレジットカードが利用
できる店舗ではおおむね活用でき、口座の残高
までしか買い物ができないため、親しみのあるク
レジットカードの操作性と、予算を決めて使うと
いう運用を両立することもできます。
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雪でつくる
白くて、丸くて、暖かい…

ヒント!
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安心・安全のために設置を！
ガス警報器の重要な役割

安心・安全のために、ガス警報器の設置を解説

夫と子どもの
3人家族の主婦

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
寒くなり始めて部屋を暖かくしていると、季節外れの招かれざる客が！
慌てて対応していると、ガス警報器まで反応してしまい…。 

ガス漏れによる事故を未然に防ぐためのガス警報器。ガス漏れ
以外にも、スプレー缶や燻煙式の殺虫剤 、消臭剤等でも反応
することがあります。作動した場合は、右記の手順で対処を。
また、ガス警報器には 5 年の交換期限があります。適切な作
動のために必ず交換期限内のものをお使いください。

間違った姿勢や歩き方を続けると、体のバランスが悪くなりさまざまな不調の原
因に。普段から気を付けることで健康寿命を延ばすことにもつながります。 正し
い姿勢と歩き方で長い人生をたっぷり楽しみましょう！

正しい姿勢を意識するコツとして、まずは自分の姿勢を知ることからスタート。壁に寄りかかって自分の姿勢
のタイプを確認し、正しい姿勢を心がけましょう！

正しい姿勢ができたら、正しい歩き方もマスターしましょう。正しく歩くことで、腰痛や肩こりの解消だけでな
く、美脚やお腹＆お尻の引き締め効果も期待できます。普段から気を付けて歩いてみましょう！

正しい姿勢と歩き方

正しい姿勢をCHECK

正しい歩き方をマスター

ガス警報器が
鳴った時は

冬でも
油断禁物！

1.火気厳禁！	
　換気扇含むスイッチ・
　コンセントにも触らない
2.窓を開けてガスを
　外に追い出す
3.LPガス販売店または
　保安機関に連絡

猫背 反り腰正しい姿勢

1 0 0 歳 ま で 元 気 に 歩 こ う！

生活習慣のクセ 
●パソコンやスマホを長時間見ている
●座り仕事が多いなど

頭・肩・尻・ふくらはぎ・かかとの
５点が壁に付けば◎！

生活習慣のクセ 
●良い姿勢をとろうと胸が張ってしまう
●立ち仕事が多いなど

肩が前に出て
背中が丸まる

お腹が前に出る

腰と壁の
隙間が広い

あごが前に出る

地面に足を付ける
順番がポイント

PONT

❶

❷❸
❹

顔はまっすぐ
軽く胸を張る

PONT

正しい姿勢で
体の軸をまっすぐに

PONT

蹴りだすとき
ひざを伸ばす

PONT

つま先で
地面を蹴る

PONT
つま先は
まっすぐ

PONT

あごを引く
PONT

上半身を引
き上げるよ
うに意識

PONT

重心は
かかとに！

PONT
BAD BADGOOD!

くらしの寺子屋塾
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