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プチくらしの森 Vol.88

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「LPガスの防災性」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

3.11 東日本大震災から10年

頭の中で行う防災訓練

読者の広場

読者の投稿 大募集！
●「毎日続けている習慣」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。

《　季節を感じる時 》

《　生活川柳 》

花が大好きなので、季節の花が咲くと感じます。特に夏は、
ヒマワリがいろいろなところで咲いているのを見て元気が出
ました!! 　　　　　　　　  　（鹿児島県・カゴンマさん）

92歳の父、息子夫婦、6歳と5歳の孫の四世代同居。日本
には四季があるので衣替えの時期は大変ですが、季節の変
わり目を感じる時でもあります。（福岡県・吉岡弘子さん）

メイクなし マスクとメガネで より美人
 （愛媛県・リロさん）

P9 クロスワードパズルの答え

ボ ウ サ イ
B C DA

の答え

①桜の木の花（右下）の有無
②おにぎりの横のたくあん
　の数
③右の雲の有無
④クマの花飾りの色
⑤ハチの口の形
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エ イ プ リ ル

ラ 　 ツ ボ 　

　 オ シ ン コ

ウ チ ユ 　 マ

カ ヤ 　 サ ク

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4月30日（金）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

※アスベスト含有のないことが証明されている
　製品です。安心してご使用ください。

Vol. 88Vol. 88
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3.11 東日本大震災から10年

頭の中で行う防災訓練
まずは「身を守る」行動を 「正しい情報」と「確かな行動」

落ち着いて「安全確保」!! 災害に強いライフライン「LPガス」

もし震度6度以上の強い揺れを感じたとき、どう行動すればよいのか、イ
メージできていますか？ 実際に災害が発生しても、正しく判断・行動ができ
るよう、災害発生時からの状況と行動を日頃から想像しておくことが重要
です。「もしも」に備え、頭の中で行う防災訓練で防災力を高めましょう。

大きな揺れを感じたり、緊急地震速報を受けたりしたときは、揺れが収まるまで「安全スペー
ス」で「姿勢を低く・頭を守り・動かない」行動をしましょう。

行動する前に必要なことは、「正しい情報を得る」ことです。現在地の火災や避難指示、津波
警報等を確認し、「避難の判断」をしましょう。

大きな揺れが続く時間は、長くても１分程度といわれています。揺れが収まったら、「火元確
認」と「出口確保」を行い、家族や周りの人の安否確認を行いましょう。

災害発生後、ライフラインが復旧するまで数週間かかることも…。LPガスなら「分散
型エネルギー」のため、点検を行い、異常がなければすぐに復旧・供給ができます。

器具栓、ガス栓を閉め
ます。避難する時は容
器バルブも閉め、二次
災害を防ぎます。

室内の場合は、いつで
も避難できるよう窓や
ドアを開けて出口を確
保します。

LPガスは、都市ガス等とは異な
り、容器単位で各家庭にガスを
個別供給している「分散型エネル
ギー」。異常があった場合も、配管
が短いため、すぐに点検や修理を
して使用することが可能です。

３つの「ない」がそろう「安全スペース」の確保

火元確認 出口確保 分散型エネルギーが災害に強いワケ

まずは市町村が指定した「指定緊急避難場所」へ避難。その後、
自宅の安全が確認できれば在宅避難を、被害があり生活に困るよ
うな場合は避難所などに避難しましょう。

どこに避難したらいいの？

落ちてこない 倒れてこない 移動してこない 停電時でも聞ける
ラジオやテレビ、
スマートフォンで、
地域FMや消防署
などから情報を得
ます。

避難勧告・避難指示の発
令や火災の危険がある
場合、速やかに安全な場
所に避難をします。

正しい情報を得る 避難の判断
地
震
発
生
時

地
震
直
後（
1
分
〜
）

地
震
直
後（
3
分
〜
）

地震直後のNG行動とは？

LPガスボンベが２本あれば、
１ヵ月以上継続利用可

火をつける ブレーカーを上げる 電気のスイッチに触れる 裸足で歩く

閉める

LPガス
（個別供給）

都市ガス
（配管による集団供給）

マイコンメーター

個別点検

各戸の点検、ガス宣閉止確認各戸の点検、ガス宣閉止確認各戸の点検、ガス栓閉止確認

ガス使用中に、震度５相当以上の地震があるとマイコンメーターが自
動的にガスを遮断。慌てず、まずは身を守ることに専念しましょう。

ガスコンロの火がついていたら？
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毎日のおうちごはんに、いつもとは違う珍しい野菜を取り入れて、食卓に花を添えてみませんか？
 スーパーなどでも比較的手に入りやすく、お取り寄せもできるおしゃれな野菜をご紹介します。

第 25 回S p r i n g 季節の健康 コ ラ ム
S e a s o n a l  h e a l t h  

動脈「壁」硬化
日本人に多い隠れ死因

医学博士　植地 貴弘さん

おしゃれなプチ野菜図鑑

康な動脈「壁」との違いは弾力性
動脈「壁」の硬さは、「動脈スティフネ

ス」といわれ、「血管年齢」という言葉で表現
されることもあります。心臓から押し出され
た動脈血は一定のリズムを持ち、波のような
形で動脈へ流れていきます。この波形を「大
動脈脈波」と呼び、脈波が動脈を通って手や
足に届くまでの速度を脈波伝導速度（PWV/
Pulse Wave Velocity）と呼んでいます。
　健康な動脈壁（動脈スティフネスが低い）

健

葉や茎の表面に透明の水滴状の細胞が
あり、キラキラとした見た目。プチプチとした
食感と塩味が特徴。

プチプチ食感

アイスプラント

生サラダ、ベーコン炒め、おひたし、天
ぷらなど

おすすめの食べ方

皮も実も真っ赤なビーツは、血液
循環に役立つ栄養素を含み、疲
労回復、基礎代謝アップなどに効
果的。

奇跡の野菜

ビーツ

【原産地】地中海沿岸（諸説あり）

ボルシチ、ポタージュ、温野
菜、スムージーなど

おすすめの食べ方

ほとんどが無農薬で栄養豊富な野草。クセ
が無く淡泊な味わいで、シャキシャキとした
歯応え。

山形県の伝統野菜

おかひじき

【原産地】日本

【原産地】日本

和え物、お味噌汁、炒め物、おひたしな
ど（1分下茹で後に調理）

おすすめの食べ方

特有の香りと酸味を持
ち、加熱するとドロッと溶
けてしまう野菜。整腸作
用やビタミンＣを含み美
容効果も◎。

食物繊維が豊富

ルバーブ

ジャム、ドリンク、パイ
やケーキなど

おすすめの食べ方

黄色く熟せばフルーツ、
未熟な青パパイヤは野
菜として活用。酵素を含
み、ダイエット効果を期
待できます。

酵素の王様

青パパイヤ

【原産地】中南米地域

生サラダ、炒め物、煮
物など

おすすめの食べ方

【原産地】シベリア南部

キッチンライフを楽しく、食卓を華やかに

血管疾患発症リスクの一つ
一般に動脈硬化というと、細い血管に

詰まりをもたらし、狭心症や脳梗塞を引き起
こすタイプの「アテローム性動脈硬化」を指す
ことが多いのですが、最近では、大動脈を中
心とした弾性動脈の動脈壁が弾力性を失って
硬くなるタイプの「動脈『壁』硬化」が注視さ
れています。
　心血管系疾患は、日本の死亡原因の第2位

（2016年 人口動態統計）、世界では第1位の
死亡原因であり（2017年 世界保健機構）、こ
れまで喫煙、高血圧、糖尿病との関連が指摘
され、多くの大規模疫学研究が行われてきま
した。これらの因子と独立して、心血管疾患
の発症リスクとして、この動脈の「壁」の硬さ
が重要であることが明らかとなり、今注目さ
れているのです。

心

酸素運動で予防
ウォーキングやジョギング、水泳など

の有酸素運動を習慣的に行うことで、加齢に
伴う動脈スティフネスの進行を抑制、改善で
きることが知られています。また、有酸素運
動は動脈「壁」硬化が進行する前から行うと、
より有効となります。少しずつ暖かくなって
くるので、外に出て体を動かすようにしてみ
ませんか？

有

は、弾力性があるので脈波はゆっくり伝わり、
より血管が脆弱な脳や腎臓などの末梢臓器
に、心臓の拍動性成分が伝わりにくいように
クッションの役割をすることができます。一
方、動脈硬化で硬くなる（動脈スティフネス
が高い）と動脈壁の弾力性がなくなり、脈波
が速く伝わるため、心血管疾患の発症に悪影
響を与えてしまいます。
　動脈スティフネスの指標として、上腕と足
首に脈波センサーを当てて計測する上腕-足
首間脈波伝播速度（baPWV）が日本国内で広
く利用されており、多くのクリニックなどで
測定することができます。動脈硬化は、症状
が出たときにはすでに重症化していることが
多いため、手遅れになる前に血管の状態をチ
ェックすることが重要となります。かかりつ
け医で測定することもできるかもしれません
ので、相談してみてはいかがでしょうか？

6〜7ページで
ビーツを使った
レシピを

紹介しています！
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季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理学院
撮影協力／ UTUWA

それぞれの材料をミキサーに入れて（ホエイプロ
テインはお好みで）、よく撹拌（かんはん）する。

作り方

1.

材　料（各1杯分）

●グリーンスムージー
小松菜	 50g
バナナ	 40g
牛乳	 1/2カップ
ホエイプロテイン	 好みで15g
はちみつ	 大さじ1
氷	 約40g

●レッドスムージー
ビーツ	 40g
にんじん	 30g
りんご	 30g
水	 1/2カップ
ホエイプロテイン	 好みで15g
はちみつ	 大さじ1
氷	 約40g

調理時間 約5分

作り方

白菜はひと口大にちぎる。ハムは1cm幅
くらいに切る。
鍋に牛乳、①、鶏ガラスープの素を
入れて火にかけ、煮立ったら火を弱め、
ふたをして5分くらい煮る。
味をみて、塩、こしょうでととのえ、a
の水溶き片栗粉でとろみをつけ、器に
盛りつける。

1.

2.

3.

約404kcalカロリー
（1人あたり）調理時間 約10分

約509kcalカロリー
（1人あたり）調理時間 約10分

作り方

耐熱皿にごはん、食べやすい大きさにはさみで
切ったベーコンと小ねぎを加え、牛乳、コンソ
メ顆粒、こしょうも入れて軽く混ぜる。
中央をくぼませて卵を割り入れ、ピザ用チーズ
をちらす。
オーブントースターで7～ 8分焼く。

1.

2.

3.

しあわせ朝ごはんレシピ
一日のスタートを元気良く！

材　料（1人分）
白菜	 2枚
ハム	 2枚
牛乳	 1カップ
鶏ガラスープの素	 小さじ1
　片栗粉	 小さじ2
　水	 大さじ1･1/2
塩、こしょう	 少々

忙しい朝でも用意が簡単な10分以内でできる、朝ごはんにおすすめのレシピをご紹介します。
春、新しい季節の始まり、エネルギー満タンで元気良くスタートダッシュを！

材　料（1人分）

ごはん	 茶わん1杯分
ベーコン	 １枚
小ねぎ	 1本
牛乳	 1/2カップ
コンソメ顆粒	 小さじ1/2
こしょう	 少々
卵	 1個
ピザ用チーズ	 大さじ3

カロリー（1杯あたり）
グリーン（ホエイプロテインなし）	 約172kcal

グリーン（ホエイプロテインあり）	 約230kcal

レッド（ホエイプロテインなし）	 約107kcal

レッド（ホエイプロテインあり）	 約165kcal

ミキサーがない場合は…
氷を冷水に変えて、グリーンスムー
ジーは、すり鉢ですり、レッドスムージー
は、おろし金ですりおろして作ります。

焼きリゾット

どちらも
パンにピッタリ！

ごはんにピッタリ！

忙しい朝も食べやすい
主食になる朝ごはん！ a

スムージー

グリーンスムージー

レッドスムージー

➡5ページで「ビーツ」に
　ついて紹介しています！

白菜のミルク煮
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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

東日本大震災から10年
災害時のお金の知識

第14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.  毎年4月１日は〇〇〇〇〇フール
4. 東洋医学では「経穴」と呼ばれます
5. 日本の食卓には定番の発酵食品
7. 建物の中にあるお風呂。〇〇〇⇔外湯
8. 集団の中で無視されること。〇〇の外
9. 苦肉の――。――を講じる。――士、――に溺れる。

1. 人は肺で呼吸します。魚は？
2. 「押す」の英語
3. 髪や衣服に装飾するひも状のもの
5.こんなの簡単です！ 〇〇〇の子さいさい
6. 耳の中の音をとらえるための器官
7. 昆虫がさなぎや幼虫から成虫になること

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？

火災保険の
加入内容の見直し

防災グッズに
現金をプラス

下のヒントをもとに、
すべてのマスを
埋めましょう

災害に備えて事前にチェック

　東日本大震災から10年が経ち、以降も頻発
する自然災害で防災を意識する機会が増えたの
ではないでしょうか？お金の面で事前にできるこ
とは、火災保険の補償内容を確認しておくこと
や、防災リュックにある程度の現金を備えておく
ことなどが考えられます。
　住宅の火災保険について、「住宅総合火災」と
いう名称で加入している場合、補償の範囲が小、
中、大など3つのプランから選ぶことがあります。
小プランでも補償されることが多いのが「火災」と

「風災」ですが、洪水や床上浸水などの「水災」
は中や大のプランでないと含まれていないことが
多いです。住んでいるエリアのハザードマップな
どを確認して、水災リスクが高いようであれば、
水災の特約にも加入するなど、住宅の火災保険
の加入内容をチェックしておきましょう。
　また、普段はキャッシュレスで生活をしていた
としても、災害時には電気が止まることも考えら
れます。防災リュックに数万円分の現金を入れ
ておくと心強いでしょう。お釣りが出にくくなる
ように、千円札や500円玉などがよさそうです。

◆事前にできる備えは？ ◆被災したときに使えるかもしれない制度
　災害救助法が適用されるような大規模な災害
に遭った場合には、いくつかの利用できる制度が
あります。類する制度が利用できるか、確認し
てみると助けになるかもしれません。
　「被災者生活再建支援制度」という、住宅に受
けた被害の度合いと、その後の住まいの準備の
方法に応じて最大300万円の支援金が支給され
る制度があります。さらに、生活を支えていた
方が、災害によって障害を負った場合は「災害
障害見舞金」が250万円、亡くなった場合は「障
害弔慰金」が500万円支給されます。生活を支
えていた方でなかった場合は、それぞれ125万
円、250万円が支給されます。
　また、国や自治体の制度ではなく、銀行業界
の取り組みとして、「被災ローン減免制度」が使
える可能性もあります。災害によって住宅が被
害を受けた場合、手元にある程度の資金を残し
たまま、住宅ローンや事業のローンを債務整理
できる制度です。
　誰もが被災者になりかねない時代、お金の知
識も災害時の心構えとして備えておきましょう。

1

7

6

9	

B
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ガスの使用状況が変わるときは
ガス事業者に連絡を

事前の連絡で急なガス切れを防ぐことができます解説

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
お風呂をリフォームした安代さん宅。親戚一家としばらく暮らすことになり、
旦那さんはガス屋さんに電話をしています。なぜ連絡が必要なのでしょう？

いつでも快適に LP ガスをお使いいただけるよう、お客様の日頃の使用状況に合わせて LP
ガス容器を交換しています。そのため、使用量が急に増えるとガス切れすることがあります。
ガス機器や設備が増えた・変わった、家族・住人が増えた場合など、ガスの使用量が増えそ
うなときは、ガス事業者にご連絡いただけると安心です。

日常からスマホやパソコンなどを使う機会が多い現代人。目の疲れが続くと、頭
痛や首、肩こりなど目以外の症状を伴う「眼精疲労」になってしまうことも。眼精
疲労になる前に疲れ目をケアするポイントをご紹介します。

現代人の疲れ目ケア
広いお風呂
うれしいな♪

疲れ目に効く
ツボを押して、
リフレッシュ

くらしの寺子屋塾

POINT

3

□ 最近視力が落ちた
□ 目の乾きを良く感じる
□ 長時間スマホやパソコンを見ている
□ 夕方になると手元が見えにくい
□ 寝不足気味が多くイライラする

□ 常に首や肩がこっている
□ まぶたがよく痙攣（けいれん）する
□ 屋外でよくまぶしいと感じる
□ 暗い場所でスマホや読書をする
□ 目の奥が痛く、頭痛を感じる

…やや疲れ気味。早めにケアして解消

…眼精疲労の可能性も。早急なケアが必要!!

□ 2〜6個の方は「疲れ目度は中」

□ 7〜10個の方は「疲れ目度は大」

疲れ目度チェックリスト

POINT

2

蒸しタオルで目の周りの筋肉を
温めてコリをほぐす

スマホやパソコンの
画面は１時間見たら休憩

POINT

1
今すぐやるべき！

疲れ目ケアの
ポイント

スマホやパソコンで酷使!?

天柱
首の後ろの生え際
筋肉の横

肩井
肩先と首の
真ん中

晴明
目頭と鼻の

付け根の骨との間

承泣
目の中心の下

湯船に入りなが
らお湯で濡らし
たタオルでOK！
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