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2019年 開運リビング風水
ツキを呼ぶ！ ガスのくらしのインテリア術 昨年冬号のキッチン風水企画に引き続き、住まいの風水術をご紹介。 

今回は、家の中でも広い面積を占め、家族やお客さん、いろいろな人が集まり、
多くの時間を過ごすリビング編です。家具の選び方や配置などを参考に、
居心地良い快適な空間づくりで、新しい年の開運につなげましょう！

テレビ

お金・通帳

時計・カレンダー

ガス暖房機器

窓

ソファ

東に置いて家族円満
コミュニケーションのきっかけをつくるテレビ
も、人間関係を司る東～南東が◎。リビング
全体に前向きなエネルギーを生んでくれます。

北側に収納して金運UP
貯蓄を司る方位・北側の、
整理整頓された場所にし
まいましょう。ただし、収
納場所が窓向きだと、金
運が逃げていくので注意！

北西に飾ってやる気UP
時間・規則性を象徴する方
位が北西。北西に数字の並
んだアイテムがあると、や
る気・ひらめき力が向上！
月や時刻は遅れやくるいの
ないように。

ガス温水式床暖房
足もとを暖め、頭上を冷やす対流を
つくり、頭寒足熱のバランスを保つ
床暖房は風水の視点でも理想的。足
もとから入る邪気対策になります。

ガスファンヒーター
窓側に置き、温風が室内の広い空間に向
けて吹き出すように。床にはなるべく家
具以外のものを置かず、足もとの暖かい
気の通りをスムーズにしましょう。

明るい空間づくりを
日当たりの良い南～南東が理想的です
が、間取り的に難しい場合も……。通風
の確保、空調や照明の工夫で、明るく居
心地の良い空間づくりを心掛けて。

人間関係の良い縁・運を呼び込む南
東、壁を背に部屋全体を見渡す位置
がベスト。素材は人間関係を円滑に
する布製や籐製が良いです。革製ソ
ファでも、布カバーをかければOK。

部屋全体を見渡す位置に

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
「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

2019年のラッキーカラーは、
山吹色・キャメル・ピンク。
カーテンやカバーリングなど
交換のきくファブリックで取
り入れてみませんか？
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第 16 回

の中に入ることで感染
今回は、冬になるとその名をよく聞く

「ノロウイルス」について解説します。
　ノロウイルスは、人の口の中に入ることで
感染し、人の体内でのみ増殖するウイルスで
す。急性腸炎の感染性病因ではノロウイルス
が20%と最も多く、また、発症数の45％が
冬期に集中しているため、特に冬に気をつけ
なければならない感染症といえます。
　ノロウイルスの蓄積した二枚貝（カキなど）
を食べたり、感染者の吐物や糞便などを通し
たりして感染していきます。その他、下水処
理場から流れ出たノロウイルスが河口にいる
二枚貝に蓄積されることで、カキの出荷の時
期である冬に流行してしまうという悪循環も
感染を拡大させる要因の一つです。
　人の腸管で増殖すると、感染後24〜 48時
間で嘔吐・下痢の症状が始まります。発熱は
40％の患者にしか認められませんが、腹痛、
頻回の下痢による脱水症状（ふらつき感）など
が2〜3日間続きます。

染予防法は個人の対策のみ
患者の糞便や嘔吐物には1グラムあた

り100万〜 10億個もの大量のノロウイルス
が含まれていますが、口の中にわずか18個
入るだけで感染してしまうほど、感染力は非
常に強力です。ウイルスは感染してから1週
間程度糞便中に排泄され続けるため、症状が
治まっても感染拡大の予防には気をつけな

口

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  

「ノロウイルス」
感染の予防と対策

医学博士　植地 貴弘さん

感

ければなりません。さらに、ノロウイルスは
乾燥状態の4℃で2ヵ月間、20℃で1ヵ月間感
染性が持続するため、感染源への対処を早急・
的確に行わないと、空気中にウイルスが舞い
上がることで感染を拡大させてしまいます。
　家族など自分と密に接する人が感染してし
まった場合、自らも感染する割合は30％以
上、また、ノロウイルス患者の50％以上が、
病院や学校、ホテルなど、人の多く集まる場
所で感染していることもわかっています。
　ノロウイルスなどの下痢を伴う腸炎にかかっ
てしまった場合、症状のピークは1日程度です
が、スポーツドリンクなどの水分の大量摂取と、
整腸剤の内服くらいしか治療法はありません。
10日以上症状が続く場合は、他の疾患の可能
性もあり、抗菌薬の内服も検討されます。
　ノロウイルスの感染拡大の防止は、個人で対
策を行うしか方法はありません。感染予防のポ
イントは、“85℃以上で1分間以上の加熱”。旬の
カキは生食も美味しいですが、加熱して食べる
方が安心です。また、調理の際はまな板にウイ
ルスがつくので、こまめな消毒も欠かせません。
また、流行期に人の多く集まる場所に行った場
合は、こまめに手洗いをして予防しましょう。

" 笑う"行為には、心身にうれしい効果があることをご存じですか？ 
まさに、笑う門には福来る!!  毎日を楽しく元気に過ごすための、

日常に笑いを生むヒントを伝授します。新しい年、明るい笑顔でスタートを！

"笑い"で元気に若々 しく

免疫力UP！

体に悪影響を及ぼす、がん細胞やウイルスなどを撃退
する「ナチュラルキラー(NK)細胞」が活発化。病気
のもとを攻撃するため、免疫力アップにつながります。

アンチエイジング効果！

自然と腹式呼吸になり、全身の血行が促進。新陳代
謝が活発になる他、リラックス効果を得られ、老化を
進める活性酸素も減少へ。

脳が活性化！

脳内の血流が促され、脳の働きが活発化します。また、
記憶・学習に関わる脳内の器官である海馬の容量が増
え、記憶力もアップ！

プラス思考を心がける

イヤなことがあった時こそ、発想の転換を。笑
い話のネタに変え、話して笑うことでストレス
を解消しましょう。しだいに気分も晴れて、表
情にも明るさを取り戻せます。

観察眼を養う

テレビや本、趣味、家族や友人との何気ない
会話、通勤・通学の風景など……。“おもしろい”
“楽しい”を意識して過ごせば、日常にも笑いの
ネタはたくさん！

つくり笑いでも効果あり！

口角を上げて笑顔をつくることで、本当に笑っ
ている状態と同じ効果が得られます。つくり笑
顔を続けることで、NK細胞が活性化したという
実験結果も。

①手洗いは流水と石鹸で20秒間以上行う
②カキなどの二枚貝は85℃以上で1分間以上加熱
③トイレ、ドアノブ、水道の蛇口などは定期的に消毒
④消毒はアルコールでなく次亜塩素酸を使う
⑤次亜塩素酸が使えないものは、スチームや
　アイロンで消毒

ノロウイルス感染予防のポイント

日常に笑いを生むヒント

開運招福

笑いの効果

いっぱい笑えば、いいこといっぱい！

毎日を楽しく元気に過ごす秘けつ
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タラは塩（塩タラの場合は不要）、こしょうをふる。

ベーコンスライスは１cm幅に切る。

じゃがいもは皮をむき、３～４mm厚さの輪切りに
し、水に２～３分つけてザルにあげる。

たまねぎは薄切りにする。

フライパンにバターをあたため、②と④を入れて
さっと炒める。その上に③を平らに広げ、タラをの
せて牛乳を加え、コンソメ顆粒をふり入れる。ふた
をして弱火で蒸し煮にする。

じゃがいもが柔らかくなったら、生クリーム、こしょ
うを加えて２～３分煮て、味をみてととのえ、器に
盛りつけてパセリを散らす。

もちは１.５㎝角くらいに切り、ごま油をあたため
たフライパンでこんがり焼く。

ちぢみほうれん草は熱湯に塩少々を入れた中
でさっと固めにゆでて水にとる。水気を絞り、
3㎝長さに切る。

水溶き片栗粉をつくる。

（a）を鍋に入れてあたためる。煮立ったら、②
を加えて、味をみて整える。再び煮立ったとこ
ろに、③の水溶き片栗粉を入れてうすくとろみ
をつける。

器に①の焼きもちを等分に入れ、④のスープ
を注ぐ。

粉ゼラチンは水でふやかしておく。

鍋にコーンスターチと砂糖を入れて混ぜ、牛
乳を少しずつ加えて溶きのばす。混ぜながら
火にかけて、とろりとなったら火を消し、①
を加えて溶かす。アーモンドエッセンスを加
えて混ぜ、型に入れて冷やし固める。

作り方

作り方

作り方

調理時間
約25分

調理時間
約15分

カロリー
約455kcal

カロリー
約173kcal

調理時間
約20分

（冷やし固める時間は含まず）

カロリー
約190kcal

撮影協力／UTUWA

冬のホワイトレシピ
季節の★★★

簡単レシピ
監修／江上料理学院

タラとじゃがいものクリーム煮

焼きもちとちぢみほうれん草のスープ

ブランマンジェ

タラの切り身	 2切
塩、こしょう	 少々
ベーコンスライス	 1枚
じゃがいも	 2個
たまねぎ	 １/2個
バター	 １０ｇ
牛乳	 1/2カップ
コンソメ顆粒	 小さじ１
生クリーム	 １/3カップ
パセリ（みじん切り）	 適宜

もち	 2切
ごま油	 小さじ１
ちぢみほうれん草	 １/2パック
塩	 少々

片栗粉	 小さじ1
水	 小さじ2
　水	 3カップ
　鶏ガラスープの素	 小さじ2～3
　酒	 大さじ１
a

牛乳	 	 	 2カップ
　コーンスターチ	 大さじ２	 砂糖	 60ｇ
　アーモンドエッセンス（またはバニラエッセンス）	 少々
　　　粉ゼラチン	 	 	 10ｇ
　　　水	 	 	 大さじ４
　いちごジャム	 	 	 大さじ4
　キルシュ（またはラム酒か水）	 	 少々
ベリーミックス	 	 	 適量
ミント	 	 	 適宜

材料（2人分）

材料（2人分）

材料（型4個分）

　　　　

いちごジャムにキルシュを混ぜる。

②を型から出して皿に盛りつけ、③の
いちごソースをかけ、ベリーとミント
を飾る。

季節の白い食材で
　 心も体もほっこり♪

7
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パズル
クロスワード

　日々の支出を把握するためには家計簿、
月々の支出を把握するためには銀行通帳や
クレジットカードの明細の熟読という方法
があります。でも、記録が大変で続けるの
が難しいと感じている人もいるかもしれま
せん。そんな時には、毎年年末に我が家の
残高をチェックして、残高推移が上がって
いるのか下がっているのかを確認するだけ
でも、長期的に安心できるのかどうかを見
通す材料になります。
　自身が口座開設している金融機関をリス
トアップして年末時点での残高を整理し、
現在家庭に総額いくらの貯蓄があるのかを
棚卸しします。今から始める作業はこれだ
けで、次の年も同じことを行います。昨年
末より残高が増えていれば黒字で、減って
いれば赤字だったことがわかります。
　気づくタイミングが年単位になるため、
日々や月々でチェックする家計簿や口座・
カード明細に比べると遅くなりますが、数
年単位で困るか困らないかを振り返るきっ
かけになります。

◆家計簿が苦手なら、
　まずは年末に残高を記録

◆年始は大きな買い物と
  イベントを整理

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！

年末残高推移と
年始の貯蓄計画

第5回

　また、冬休み中に試みてほしいことは、
新しい年に予定している大きな買い物やイ
ベントのリストアップです。冷蔵庫、洗濯
機、エアコンなどの大型の家電を最後に買
い換えたのはいつでしょうか。今年買う予
定や壊れそうな心配があれば、予算として
カウントします。気が早いですが、2019年
の大型連休やお盆、秋の行楽シーズンや年
末は、帰省をしたり旅行をしたりしないで
しょうか。子どもがそろそろ結婚しそう、
親戚の子どもが小学校に入学するなど、お
金が必要になるイベントはないでしょうか。
　これらの買い物やイベントと予算を整理
しておき、年間でかかる特別費の合計を計
算します。急にその場で支払うには大変な
金額ですが、12分割で毎月「使うためのお
金」として貯蓄をしておけば、家計にダメ
ージを与えずに済みます。
　年末年始に貯蓄額の棚卸しをして、新年
に出費の計画を立てる-- --。これだけで、
現状の把握と余裕のあるお金の使い方につ
ながっていきます。

やさしい

Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は？

まっしぐらに
突き進む一年に！

ヒント

Crossword 
Puzzle

Q.

ヨコのカギ
2. 師匠も走り回るほど忙しい！
4. サンタクロースのそりを引くのは？
6. 食べこぼしを放っておくとついてしまいます
7. 文書や書物、手紙のこと
  10. 首もとに巻いてしっかり防寒

1. お正月、子どもたちの楽しみといえば？ 
2. 歯が痛くなったら行きます
 3. 英語で「妻」は何という？
5. 寄せては返す……
8. わらなどで編んだ、雨や雪を防ぐ外着
9. 漢字では、魚偏に「雪」を書きます

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

6 7	

B

A

A B C D

D
9

10

8

3

タテのカギ

左の絵と右の絵では、
違うところが6個
あります。さあ、何個
見つけられるかな？

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2

C
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火災を防ぐ日頃の注意・対策で
寒い毎日も暖かく安全に

真冬の必需品・ガスファンヒーター使用時の注意点
解説

夫と子どもの
3人家族の主婦

寒い日も
暖かくして
いつも元気に！

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

空気が乾燥し、火災の起きやすい冬。通年使用するガスコンロの他、ガスファンヒーターなどの暖
房器具の取り扱いにも注意が必要です。燃えやすいもの（カーテン・洗濯物など）や高温で破裂の恐
れのあるスプレー缶を近づけない、不在時のスイッチオフの徹底など、しっかりと対策を！ また、
義務づけられている(※)住宅用火災警報器の設置もお忘れなく。

※市町村によってルールが異なりますので、ご不明点は各自治体にお問い合わせを。

少しズボラなところのある安代さん。冬のある日、夫婦水入らずの時間
を過ごす中、旦那さんに厳しく注意されてしまった理由とは？

"顔コリ" 解消法

顔コリをほぐそう目元パッチリ！

顔の凝りを放っておくと？

いくつもの表情筋（顔の筋肉）がある顔は、首肩同様に
意外と凝りやすい部位。人と会う機会の増える年末年始
に向け、明るく豊かな表情をキープするための、顔の凝
りの解消法を紹介します。

◆ 表情筋の疲労の蓄積
接客業などで常に笑顔でい
る、会話の機会が多いという
人は要注意！
◆ 血行不良
冬は冷えによっても血行が滞
りがち。放っておくと常態化
してしまいます。
◆ 噛みぐせ・歯ぎしり
噛み方のくせなど、左右の一
方に負担がかかる筋肉の使い
方は、凝りや歪みの原因に。

◆ シワやたるみを引き起こす
老廃物の排出がうまくいかず、
むくみ、くすみ、シワ、たるみの
原因になってしまいます。
◆ 顔が大きく見える
筋肉が張った状態のまま凝り固
まるため、顔が大きく見えてし
まう場合も。
◆ 暗く老けて見える
顔が重くだるくなり、表情が乏
しくなったり、老けた印象に見
えたり……。

前頭筋
側頭筋

大頬骨筋
咬筋

眼輪筋

顔には無数の
表情筋が!!

　  攅竹（さんちく）
眉頭の小さなくぼみをやさしく
押して刺激。脳や目の周りの血
流がアップし、目もとが軽く！

　  散笑（さんしょう）
小鼻の脇、ほうれい線上にあ
るくぼみを強めに押す。頬のた
るみの引き締め効果も◎。

　  地倉（ちそう）
口角のやや外側を気持ち良く
感じる強さで押す。口角を持ち
上げる筋肉をほぐす効果が。

額をほぐす
両手の人差し指～薬指の3本
の指の腹を押しつけるように
して、ゆっくりとグルグルと
回す。目もとも頭もスッキリ！

口元～頬をほぐす
両手の中指をカギ型に曲げ、
あごの中心から頬骨の下まで
強めに押し当てながら引き上
げる。口角が上がりやすくなり、
むくみ・たるみも改善へ。

簡単ツボ押し お手軽マッサージ

実践!!血色イキイキ！ 明るい表情に！

たるみスッキリ！

顔が凝る原因

A A

B B

C C

A

B

C
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