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ジメジメとした日が続く梅雨。この時季の住まいの悩みといえば、気温・湿度がぐっ
と上がる夏前から活動が活発化する「カビ」。家庭の中でも、特にジメジメしやすい場
所を中心に、不快なカビの予防・対策方法をチェックしましょう！

カビの発生しやすい
条件を知ろう

靴はすぐにしまわない

扉を開けて風を通す ものを詰め込まない

除湿剤でカビ予防

換気が第一！ “吊るす”収納を活用

掃除をしやすくする

浴 室

居 室

人間が過ごしやすい環境は、
実はカビにとっても好条件。
温暖で湿気のある場所を好
むため、特に梅雨時は発生・
繁殖しやすい環境といえま
す。今の時季から空気が乾
燥し始める秋頃まで、カビ
対策は必須です！

梅雨～夏は足のムレも気にな
る季節……。靴を脱いだらた
たきにしばらく置いて、湿気
を取ってからしまいましょう。

押し入れやクローゼットは、
こまめに扉を開けて空気を循
環させましょう。左右の扉を
開けて片側から扇風機で風を
入れるのも◎。

ガス衣類乾燥機

電気式全自動
洗濯乾燥機

※使用条件・環境により異なります

除湿剤を常備し、年1回は中
のものをすべて出して片付け・
掃除を。空気の流れが悪く
なるので、ものはなるべく少
なく、詰め込み過ぎに注意。

市販の除湿剤を置いておく
他、棚板に消毒用エタノール
をスプレーしておくことも、
カビ予防として有効です。

湿度を早く下げられるよ
う、まずは換気をしっか
りと。可能であれば、入
浴後だけでなく一日中換
気扇をつけておいてOK。

水気のあるものを直置き
すると、カビやぬめりの
原因になります。ラック
や吊るす収納を使って工
夫しましょう。

置いておくものを少な
くして、こまめに掃除
ができるように。自分
専用の美容グッズなど
は、持ち込み式にする
のも手です。

暖気、水気の他に、石けんかすや髪の毛、
垢など、カビの栄養分がたくさん……。

水回り以外でも、空気がこもりがちになる場所は要注意！
特に、これからの時季はしっかり対策を。

風通しを良くして、湿度を調整することがカビ対策のカギ！

カビは湿気を好みます。
湿度70％を超えると繁殖
しやすくなるので要注意！

カビは微生物の一種。活
動のため、私たち人間同
様に酸素が必要です。

人間が過ごしやすい25℃
前後の温度は、カビにとっ
ても好条件なのです。

ゴミ、ほこり、垢、プラ
スチックまで、カビにとっ
てはうれしい栄養分に。

実践！カビ対策
梅雨のお悩みに先回りの一手 発生・繁殖

させない!!

湿度 70％以上

空気がある

栄養分が豊富

温度 20℃～40℃

ガス衣類乾燥機を活用して室内干しを避ける
室内干しは、部屋の湿度を上げるだけでなく、洗濯物の生乾
きの原因にも……。ガス衣類乾燥機なら、大判・厚手の洗濯
物も短時間でしっかり、ふんわり乾燥させます。毎日の快適
なお洗濯の強い味方に！

ガスのパワフルな温風で、
5kgの洗濯物も約52分でしっかり乾燥！

約1/3の時間で乾燥！

5kgの洗濯物の目安

靴 箱

押し
入れ

室 内

約52分

約169分

1日に何度
でも洗濯
できる！

家事の
時短にも！
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第 14 回

かぜの原因となる2つのウイルス
汗ばむ日が増え、夏はもう目の前です。

数年に1回は「夏かぜ」にかかるという方も多
いのでは？ 実は、夏かぜの多くは、次の2つの
ウイルスが原因であることがわかっています。
　1つは「エンテロウイルス」といい、腸管

（Entero-）で増殖するエコーウイルス、コクサ
ッキーウイルスなどで構成されるウイルスの
総称です。コクサッキーウイルスは数多くの
種類があり、種類ごとに症状も異なります。
主なものが、あまり発熱せず手足に発疹がで
きるタイプの手足口病、そして、発熱を伴い
咽頭に水疱ができるヘルパンギーナです。こ
れらの感染症は6 ～ 10月、特に8月に感染者
数が多くなっています。
　もう1つの、扁桃腺（Adeno-）から発見さ
れた「アデノウイルス」も多様な症状を示しま
す。上気道症状が中心の咽頭結膜熱（プール
熱）や、結膜炎を起こす流行性角結膜炎（はや
り目）が代表的な症状です。いずれも6月頃か
ら感染者数が増え、8月にはピークを迎えます。

夏

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

夏に気をつけたい
感染症

医学博士　植地 貴弘さん

手

始めよう

夏こそ 朝活!
日の出が早く、早い時間帯なら暑さもしのぎやすい夏の朝――。
ここでは、15分の早起きから始められる、朝活の実践アイデアをご紹
介します。効率的で有意義なくらしに役立つ朝活を習慣にして、一日
を気分良くフル活用しましょう！

手足口病 ヘルパンギーナ 咽頭結膜熱（プール熱） 流行性角結膜炎（はやり目）
ウイルス エンテロウイルス アデノウイルス
感染経路 飛沫感染（咳やくしゃみなど）、接触感染（タオルの共有など）、糞口感染（おむつ交換など）

発熱 微熱（37 ～38度） 急な高熱（38度以上） 高熱（38 度以上） ほとんどない

主な症状
手足や口内など全身に
水庖を伴った発疹、喉
の痛み、食欲低下 など

口腔内の水疱、喉の
痛み、食欲低下 など

喉の痛み、軽い結膜炎、
腹痛、下痢 など

片目に急に発症する眼瞼
の浮腫、流涙を伴う充血。
多くは健側の目にも感染

潜伏期間 3 ～ 6 日間 3 ～ 6 日間 5 ～ 7 日間 8 ～ 14 日
発症期間 2 ～ 4 日間 2 ～ 4 日間 3 ～ 5 日間 7 ～ 14 日

夜になると、脳にも一日の疲れ
が溜まってきます。一方、朝は
睡眠により体も脳もリセットされた状態。
冷静かつポジティブな視点で振り返り、
考えることができます。

1週間（7日）

1ヵ月（30日）

1年（365日）

脳が活発に働き、思考がクリ
アになる朝は、知的活動に適
した時間帯。読書や資格取得のための学習、
新聞や雑誌のスクラップなどで、興味や学
びを深める自分磨きをしませんか。

毎朝1カ所、玄関、テレビ台、
食器棚を1段ずつなどと場所を
決めて、重点的に掃除や片づ

けを行うのもおすすめ。忙しい日々でも、
効率良く家の中がきれいになっていく達
成感を得られます。

夕方は何かと時間に追われが
ち……。野菜の切り置き、肉
や魚の下味つけ、冷凍した食

材の自然解凍など、朝に下ごしらえをして
おけば、食事の準備がラクになるだけでな
く、献立の充実化にもつながります。

朝日記読書・
学習

掃除・
片づけ

晩ご飯の
下準備

1時間45分

7時間30分

91時間15分

1 金 ベランダ

2 土 靴箱の右半分

3 日 お休み

4 月 靴箱の左半分

5 火 1 階の廊下

6 水 食器棚 1 ～ 2 段目

7 木 食器棚 3 ～ 4 段目

8 金 テレビ・テレビまわり

9 土 トイレの壁と棚

10 日 お休み

11 月 トイレの床とドア

“書き出す”行為
にはストレス
発散効果も！1年続ければ

90時間以上！

朝食作りと
合わせて
できる！

例えば・・・

家族で
取り組めば
さらに
効率UP!!

6月の朝掃除スケジュール

1日15分ずつでも……

洗い、消毒で感染に備え対策を
先述のウイルスによる夏かぜは、子ど

もの感染症と思われがちですが、大人にも感
染するため油断は禁物です。原因ウイルスは
同じ名前でも種類が複数あるため、同じ年に
再度感染することも珍しくありません。
　これらのウイルスは、感染した人の唾液、
痰、鼻の粘液などの分泌物に多く存在し、そ
の分泌物が付着したものを介して周囲の人に
感染していきます。プール熱は、その名の通
りプールや温泉施設などで消毒が不十分なと
きに感染する可能性があります。利用前後に
シャワーを必ず浴び、タオルの共用は避け、
石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
　また、いずれの夏かぜも症状の改善後2 ～
4週間は便にウイルスが排出されるので、お
むつを替えるときなども、しばらくは注意が
必要です。さらに、アルコール消毒だけでは
不十分なことも多いため、ノロウイルスの時
のように、次亜塩素酸を用いた消毒が有効に
なります。
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季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理学院

トマト……………………………… 150g
きゅうり………………………………1本
玉ねぎ…………………………………10g
赤パプリカ………………………… 1/4個
にんにく………………………… 小１片
食パン……………………………… 40g
冷水 ………………………1 ～1.5カップ
白ワインビネガー …………… 大さじ2
トマトペースト………………… 大さじ1
塩…………………………… 小さじ1弱
オリーブオイル………………… 大さじ3

ハム ………………………………… 1/2枚
バジル……………………………………適量

A

出汁を温め、塩と薄口しょうゆ
で味をつける。

ボウルに練りごまを入れ、①を
少しずつ加えてのばす。豆乳も
加えて味をみてととのえ、冷蔵
庫で冷やす。

オクラはゆでて、斜め半分に切
る。きゅうり、大葉、みょうが
はせん切にする。プチトマトは
半分に切る。

そうめんはたっぷりの熱湯でゆ
でる。ザルにあげ、冷水で洗っ
て水気をきる。

器にそうめんを入れ、③をのせ、
②のつゆをかけていただく。

作り方

夏野菜の豆乳そうめん
夏の定番・

そうめんをアレンジ！

スペインの
夏の料理

一度に全部入れ
ず順に少しずつ
加えていくと、 分
離しにくく、 さら
りとしたつゆに仕
上がります。

トマトは水煮缶
 （同量）でもOK

そうめんの表面に
は乾燥を防ぐため
に油分がついてい
るので、 ゆであがっ
たら手でよくもみ
洗いを。

調理時間約20分

調理時間約20分

（冷やす時間は除く）

ガスパチョ

11ページでご紹介しているハーブ   、バジルとシソ（大葉）を使います

トマトは湯むきする。
パプリカは種を除く。
食パンは小さくちぎる。

ミキサーに（A）を入れて、
なめらかになるまでかくはんする。

ハムは５mm角に切る。

冷やした器に②をそそぎ、③とバ
ジルをトッピングする。

材料（4人分）

材料（4人分）

（冷やす時間は除く）

作り方

太陽の恵みを
体にもたっぷりと！

カロリー
約324kcal

カロリー
約143kcal

そうめん………4束
オクラ…………4本
きゅうり…………1本
大葉 ………… 6枚
みょうが………2本
プチトマト……6個

出汁………400㏄
塩………………小さじ1
薄口しょうゆ…大さじ1
練りごま………大さじ3
豆乳………………400㏄

撮影協力／ UTUWA
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パズル
クロスワード

　1年の後半にさしかかってくると、夏休
みの旅行や秋の行楽シーズンなど、長距離
の移動を伴うイベントが増えてきます。
　こうした特別費は月々の金額に分割して
準備すると、貯蓄を大きく減らさずに済み
ます。また、1年以上の準備期間があれば
“旅行積み立て”を使ってプレミアムを得な
がら旅行資金を準備することもできます。
　旅行積み立てはH.I.SやJTBなどの旅行
会社や、JALやANAなどの航空会社が提供
していて、年利に直すと1.75%や3%など
のプレミアムを付与するものが多いです。
ANAでは、ハワイに特化したものだと年利
換算3.8%のプレミアムがつきます。例え
ば、12,025円を24回積み立てる（288,600円）
と30万円分の旅行券を受け取ることができ
ます。
　一方で、これらは使い方を旅行やハワイ
などに限定することで受けられるプレミア
ムである点も忘れないようにしましょう。
現金の自由に使えるメリットを手放して、
上乗せの付与を受けることになります。

　新幹線のチケットを有利に取るには、上
越・北陸新幹線などは「えきねっと」を利
用すると便利でお得です。特に、割引で
乗れる座席数の指定がある「トクだ値」や、
乗車13日前までに申し込むことでさらに割

◆旅行資金を計画的に準備する

◆新幹線や飛行機に安く乗る

お金のプロが教える

家計管理術
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

楽しく解いて脳をリフレッシュ！

お得＆快適に
旅行に出かけるコツ

第3 回

引率がアップする「お先にトクだ値」など
を利用すれば、通常料金の25%OFFで新幹
線に乗れることもあります。
　東海道・山陽新幹線を利用する際は「エ
クスプレス予約」を利用するとお得です。
年会費は1,080円かかりますが、新幹線料
金が割安になります。手持ちのクレジット
カードで支払って交通系ICカードで新幹
線に乗車できる、年会費無料の「スマート
EX」というサービスもあります。
　JALでは「先得」、ANAでは「旅割」とい
う名前で早期の予約ほど割引が多いサービ
スを実施しています。75日（2 ヵ月半）前
に予約できれば、かなり割安に航空チケッ
トを取ることができます。当日空席があれ
ば割安に利用できるシニア割なども、時間
の融通が利く人は有利でしょう。
　少し早めに計画を立てると、有利な方法
を選択できる可能性が高まります。お得に
快適に季節のレジャーを楽しみましょう！

やさしい

Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は？

雨の日がよく
似合います！

ヒント

Crossword 
Puzzle

Q.

ヨコのカギ タテのカギ
2. 肉や魚を生のまま切って食す料理
 4. 板ばさみになって選択に悩む状態
 6. ――旅行、――客、――バス、
　　共通する言葉は？
 8. 回らなかったり、飛んだり、
     皮一枚でつながったり……
 9. 〇〇⇔アウト

1. イタリア料理などで定番の爽やかで
      スパイシーな香りのハーブ
 2. 早起きは〇〇〇〇の徳
 3. 英語では、island（アイランド）
 5. 二者の息が合うこと。〇〇〇の呼吸
 6. 温暖で湿気のある場所に生えます
 7. 淡水魚の一種。口にヒゲがあります

下のヒントをもとに、
すべてのマスを
埋めましょう

1

4

5
B

A

A B C D

C

D

8

2

9

76

3

積

み

立

て

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？
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    栽培のポイント
植えつけ（苗）    5～7月上旬
適温   20～25℃
環境   日当たりの
　　 良い場所に置く
収穫   葉が茂ったら開花前に

暑い季節はご用心！
スプレー缶製品とガス警報器

スプレー缶にもLPガスが入っています
解説

夫と子どもの
3人家族の主婦

マンガに
なったよ！

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

殺虫剤や制汗剤をはじめとするスプレー缶製品の多くに、噴射剤としてLPガスが入っています。
そのため、スプレー缶製品の使用時にガス警報器が作動することがあります。ガス警報器が作動し
たら、火気の使用を止めて、窓や戸を開けて十分に換気を行ってください。また、廃棄時のガス抜
きも火気のない通気性の良い屋外などで行いましょう。

身支度中に、突然ガス警報器が作動！
きちんと対処できた安代さんですが、一体何が起こったのでしょうか……？

心と体、 くらしにうるおいを

ハーブを育てよう
みずみずしい緑は、私たちの目を癒
し、心を和ませてくれるもの。さまざ
まな健康効果を持ち、美味しく食べ
られるハーブを育ててみませんか。

育て方の基本

育ててみよう！

家庭で楽しめる量のハーブを育てるなら、苗が手軽でおすすめ

まずは、育てやすく食卓でも取り入れやすい定番ハーブから
⇒6-7ページでバジルとシソ（大葉）を使うおすすめレシピをご紹介！

※摘心：脇芽を増やすため、成長した茎の先端を切り取る工程

鉢の底にネットを敷き、
培養土を2 分目程度入れ
る。苗を置いたら鉢の6分
目程度まで土をかぶせる。

爽やかでスパイシーな
香りのハーブ。 β-カ
ロテン、ビタミンC・E
が豊富です。生育旺盛
で育てやすく、繰り返
し収穫可能。

バジル シソ（大葉）

カイワレダイコン
独特な辛味と鮮やかな緑色が料理
のアクセントとして大活躍。殺菌
作用や食欲増進作用があります。

1. 容器の底に湿らせた脱脂綿を敷き、
　種を重ならないように置く。
2. 暗所に置き、霧吹きで水やりをする。
3. 7 ～8cm程度まで育ったら日当たりの
　良い場所に移し、緑化させ収穫する。

水とカップだけで
簡単栽培 スプラウト

　 栽培のポイント
植えつけ（苗）5～6月
適温  15～30℃
環境  日当たり、風通しの
　　　良い場所に置く
収穫  夏場のうち、花芽が出る前に

　 育て方

肉にも魚にも
よく合います。

トマトや
オリーブオイルと

相性抜群！

薬味や
揚げ物の他、
乾 燥させると
保存がきき、

トッピングに重宝！

日常の食卓でもおなじ
みのシソ。殺菌作用、
整腸作用がある他、梅
雨や夏の冷え解消にも
効果があるといわれて
います。

土の乾き具合や葉のしお
れなどを毎日観察。水や
りは、土の表面が乾いた
らたっぷりと。

葉や枝が混み合うのを防
ぎ、栄養を効率良くいき
渡らせるため、収穫を兼
ねて適宜、摘心※を。
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