
きのわ

相談・お問い合わせ・お申し込み

ワークショップ・イベントお申し込み
きのわ

自然暮らしコラム　食事療法は効くか効かないか
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避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

暑いと思っていたら、急に涼しくなり、秋の訪
れを感じます。実りの秋にちなんで今年も多
くの交流会を企画しております。夕食会は、参
加者の方からリクエストをたくさんいただき
ワークショップ内容も充実してきました。伏
見まで来れない方、きのわのわっぱをおうち
までお届けますので元気な顔を見せてくださ
い。またズーム等での相談も受付中です！！

みんなの夕食会スケジュール

第3回みんなの夕食会
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日　時
内　容

参加費
場　所

お申し込み締め切り　10月8日（木）

「ココロとカラダのリラクゼーション」をテーマにワークショップを行います。
食育講座は味噌作り。ラクラクヨガクラスもスタート。皆でココロもカラダもリ
フレッシュ！託児付きですので、小さなお子様連れの方も気軽にご参加くださ
い。前回の参加者のリクエストにより能楽師松井先生の２回完結譜のプチお稽
古も行います

10
Take Free

2020 October

　前回紹介した甲田療法ですが、他にも食事療法には
ゲルソン療法やマクロビオティックなど、たくさんあ
ります。そもそも食事で病気が治るのでしょうか？甲
田療法は、断食、食べないで治す療法といえますが、ゲ
ルソン療法は、大量のニンジンジュースと無塩食、食べ
て治す療法です。「どちらをしたらよいか？」と聞かれ
ることもありますが、縁と本人の相性というしかあり
ません。
　ゲルソン療法の例として、80歳だった郷里の父の場
合をあげたいと思います。肝臓がんの末期「余命2週間、
長くても1カ月」と医師から告げられて入院を勧められ
たのに、「家で死ぬ」と医療を頑固に拒否したので、困っ
た妹から電話で呼び出されて父を説得しました。誰も
が、入院が一番良いと思えるのではないでしょうか。
「治らない肝臓がん、痛みもひどくなる」など父を説得
しましたが、「家で死なせてくれ」の一点張りです。ちょ
うど、ゲルソン食事療法について星野仁彦教授（当時は
福島県立医科大学病院精神神経科助教授：自身の大腸
がんをゲルソン療法で闘う）にインタビューをし、まと
めた雑誌があったので、父に読んでもらいました。「お
父さん、入院しないなら、この食事療法をしますよ」と
納得してもらい、家にあったジューサーで大量のニン
ジンを絞りニンジンジュースを作りました。その時に
断食は、考えもしませんでした。抱きかかえないと歩け
ず、顔はどす黒く、尿も真っ黒でした。本能的に、何か力
になるようなものを飲ませたいと思ったのでした。80
歳の父は、入院しないと決めた時から、素直にニンジン
ジュースは飲んでくれましたが、水や茶を飲む習慣が
ないこともあり、トイレに起き上がる時に必死で飲ま
せました。ところが、驚くことに3日目には自分で起き
上がり、店（家業は薬局）に出ていきました。店が生きが
いとはいえ、まさか店を開けるとは思いもしませんで
したが、「寝ていると、そのままあの世に行く気がする

から、ここに置いてくれ」と店の椅子に座りこむのです
から、仕方がありません。めきめき元気になって、1カ月
過ぎた血液検査では、腫瘍マーカが消えていると言わ
れました。信じられないことでした。父は84歳まで店を
開け続け、入浴中に心停止で亡くなりました。

ニンジンジュースの作り方
材料（約３００cc)
ニンジン3~4本
リンゴ１/２～1個
レモン１/4~1/2個
「作り方」
①ジューサに入る大きさに
ニンジンを切る。リンゴは皮を
むき芯を取りジューサに入る
大きさに切る。レモンは薄切りにし、種を取る。
②ジューサに入れて搾る

境野 米子 （さかいの こめこ）　先生
生活評論家・薬剤師
1948年 群馬県前橋市に生まれる。
千葉大学 薬学部卒。
著書は最新では「無塩の養生食」創森社（2020年）
他多数

2020年10月10日（土）15時～（途中からの参加も可）
１）布施元子先生　大人の実践食育講座「味噌作り・簡単に作れる
　 お味噌料理クラス・試食」
２）松永美幸先生　ラクラクヨガ「秋バテ解消ヨガ」
３）松井美樹先生　能楽師による「高砂」待譜のお稽古（２回シリー
ズ）―クリスマス会で披露します
４）夕食―お味噌料理を皆で作っていただきます
500円+味噌作りワークショップ代金（１キロにつき1,000円）
きのわ＆みんなの手オフィス
（京都市伏見区両替町4-319 京阪伏見桃山徒歩2分）

第4回みんなの夕食会

日　時
内　容

参加費
お申し込み締め切り　11月5日（木）

「ココロとカラダのリセット」をテーマにワークショップを行います。食育講座・
ヨガプラスでコラムでおなじみの柚岡先生のセルフケアワークショップも行い
ます。食育講座の詳細は10月中旬に決定。詳細はHPで告知します。

2020年11月7日（土）15時～（途中からの参加も可）
１）布施元子先生　大人の実践食育講座（料理教室と試食）
２）松永美幸先生　ラクラクヨガ「呼吸とヨガ」
３）柚岡ゆかり先生　おうちでできるセルフケア
４）松井美樹先生 能楽師による「高砂」待譜のお稽古（２回シリー
ズ）―クリスマス会で披露します　5)夕食交流
500円　　場　所 きのわ＆みんなの手オフィス



お申し込み
ワークショップに参加ご希望の方は、みんなの手までメール（minnanote123@gmail.com）でお申し込みください。

朝ヨーガ（月に 1回）
インドの伝統的なヨーガを伝授。呼吸
を意識し、無理なく身体を動かします。
シニアの方にもオススメ！
日　時：10月 25日 ( 日 )
　　　　9:30～11:00
参加費：無料
講師 : 松岡善雄
（日本ヨーガ禅道院教導）

快適片づけ
自分に合った片付けの仕方を知り、快
適な暮らし作りのサポート
希望者の肩との調整で開催（ご希望の
方は直接みんなの手までお申し込み
ください）
講師：中村ちあき
　　　（Yua 色住環デザイン）

鍼灸マッサージ＆相談（避難者限定）
福島県出身鍼灸マッサージ師による全身
マッサージ。お一人 30分のセッション。
日　時：毎週水曜日（事前予約制）
　　　　15:00～17:00
参加費：無料
講　師：松岡善雄（鍼灸師）

ワークショップ 一部のワークショップが徐々に再開します。

心を美しくする幸せメイク
～リニューアル！～
「心と顔を整えることで幸せになるコツをお教
えします」
日　時：第二火曜日
　　　　9時半～11時
参加費：無料
講　師：咲田桃枝
（インスピリットメイク代表）

楽しく身につく大人の英語クラス
子供から大人まで英語を
学びたい人集まれ！大人
の集中クラススタート！！

大人の初級集中クラス
日　時：毎週月曜日
　　　　14:30~16:00
参加費：1,500円

中上級クラス
日　時：毎週木曜日　10:00~11:00
参加費：1,000 円　（ZOOM）

小学生クラス
日　時：毎週火曜日　15:45~16:45
参加費：1,000 円
プライベート・オンラインクラス
受付中 !!

朝ヨーガ不定期

快適片付け不定期 大人の食育講座食事会

日曜日火曜日 TU
E 水曜日 WED 木曜日 TH

U 金曜日 FR
I月曜日 MON

大人英語
（初級集中）

第 2大人英語
（中上級）

鍼灸マッサージ予約毎週 小学生英語

幸せメイク
毎週
第二

毎週
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交流芋煮会

ふるさととつながろうツアー

日　時
集　合
内　容

参加費
場　所
定　員
お申し込み締め切り　10月28日（土）

2020年10月31日（土）
京都駅 8時　  解　散　京都駅 20時
面不動鍾乳洞や御手洗渓谷見学＆泥
川キャンプ場にて芋煮会＆泥川温泉
で入浴
1,000円（入浴代・ランチ代）
奈良県泥川キャンプ場
30名　　　　

日　時
集　合
内　容
参加費

ご注意

定　員
お申し込み締め切り　11月12日（木）

2020年11月15日（日）
京都駅 9時　  解　散　京都駅 18時
京都の神社仏閣に紅葉を見に出かけます
ランチ代
紅葉の時期により、11月21日もしくは
28日に変更もあり得ます。申し込んだ
方にご連絡いたします。
30名

京都伝統庭師による京都の紅葉ツアー

「歴史と心と向き合う会津ツアー」

日　時
集　合
定　員
参加費
スケジュール

2020年11月22日（日）
郡山駅西口在来線改札口　解散　左同
15名
ランチ代・入浴代

8:30
午前
午後

19:00

郡山駅　出発
会津藩校日新館 → ランチ
正雲寺（大人-座禅体験/法話/写経
　　　 子供-お寺見学）
東山温泉
郡山駅

8:30
午前
午後

19:00

出発
コミュタン福島見学
BRITOMARKET（元三春ハーブガーデ
ン）でランチ
仁井田本家訪問
郡山駅　解散

日　時
集　合
定　員
参加費
スケジュール

2020年12月28日（月）
郡山駅西口在来線改札口　解散　左同
15名
ランチ代

「環境に優しい生き方を学ぶ」三春ツアー

夕食会や交流ツアーお申し込み
参加ご希望の方は、代表者・メールアドレス・電話番号・参加者名（大人・子供）を明記
の上、みんなの手までメール（minnanote123@gmail.com）でお申し込みください。

つながろうツアーお申し込み
参加ご希望の方は、代表者・メールアドレス・電話番号・参加者名（大人・子供）を明記の上、みんなの手まで
メール（minnanote123@gmail.com）でお申し込みください。詳細をメールで送ります。申込書類を返信
していただいて後に申し込み完了になります。

関西避難者交流ツアー

第5回 第6回

M
IN

N
AN

O
TE N

EW
SLETTER

October 2020

Issued by Minnanote
2 

自粛生活が長引き、ストレスが溜まっていませんか。
生活上の困りごとはありませんか。誰かと会って話し
たいけれど交流会にはなかなか参加できない方もお
られると思います。そこでみんなの手のスタッフが皆
様のお宅もしくはご自宅の近くまで伺います。そして

きのわのわっぱ弁当を持って伺います！

7月１日～
3月 20日（期間中に２回まで）
お名前　連絡電話番号　メールア
ドレス　希望の日時（１-３希望ま
で）　ご家族の数（弁当の数と希望
のわっぱ弁当の内容）明記の上、み
んなの手までメール (minnanote
123@gmail.com) でお申し込み
ください。

きのわ特製のわっぱのお弁当をお届けします。ご希望
の方には、カウンセラーや専門家の先生と一緒にお邪
魔させていただきます。ぜひご連絡をお待ちしており
ます。



Miyuki（松永 美幸）先生
IYC アシュタンガヨガインストラクター
IYC 綺麗になるヨガインストラクター
産後ママとベビーのヨガインストラクター
ヨガと出会って、自分の身体や心が穏や
かになったことで、インストラクター資
格取得。身体や心を軽く、笑顔が溢
れるレッスン内容です。

Report Report
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みんなの夕食会を振り返って ラクラクYoga コラム　～秋バテ解消ヨガ～

　初めまして。
　今月より、Yogaコラムを担当させて頂くヨガイン
ストラクターのMiyukiです。
　ヨガを取り入れながら、日常の身体や呼吸が楽にな
るお手伝いが出来ればと思っております。

　今月は、秋バテ解消ヨガ。
　今年は、梅雨明けも遅く、いつもと違う環境、台風や
気圧の変動が激しく、特に、この季節の変わり目に体
調を崩される方も多いのではないでしょうか。
　自律神経を整える働きのあるヨガで、リラックスし
て、身体を整えていきましょう。
　そんな秋バテ対策におすすめのヨガのポーズをご
紹介していきます。

＊ポーズを取る際の注意点＊
1, マットや床など硬めの場所で
　 寝る前にベッドの上で行ってもいいポーズはOK
2, なるべく空腹の状態で行う
3, 動きやすく、リラックスできる服装で
4, ポーズを無理に取ろうとしない
5, 呼吸を止めない

☆背骨のほぐしストレッチ☆
－背骨を刺激することで、自律神経を整え、リラック
ス効果があるストレッチ-

　9月5日みんなの手のオフィスときのわで避難者夕
食会を開催しました。交流の時間がゆっくりあった方
がいいとの参加者のリクエストがあり午後3時過ぎか
らスタート。まずは食育コラムでおなじみの布施先生
の食育講座からスタート。今回のテーマは麹。日本の
伝統食で私たちの食生活に馴染みがあるのに、なかな
か使いこなせない麹。そこで麹の効用を聞いたり、調
味料と麹料理のアイデアをいただきました。

　参加者皆で、塩麹、甘酒、塩麹の調味料作り。材料を
測ったり混ぜたり温かい雰囲気で時間はあっという
間に過ぎて行きます。パンケーキや野菜のお焼きと甘
酒寒天作りにも挑戦。難しいと思っていた塩麹や甘酒
も簡単にできて出来上がり楽しみな試食タイム。砂糖
を入れなくても甘酒の甘さだけで美味しい甘酒パン
ケーキ。野菜のお焼きにぴったり万能塩麹調味料。1時
間温めておくだけでできる甘酒。簡単に気軽にできる
レシピが大好評で、来月は、麹を使った味噌作りをす
ることになりました。

マットに寝転ぶ
両ひざを胸の前で両手に抱える
ころころと背骨を刺激しながら、前後に転がる
10回繰り返す

☆仰向けのねじりのポーズ
-自律神経が通っている背骨周辺を動かして、バランス
を取るポーズ-
＊寝る前にベッドの上で行ってもOK
息をゆっくり吐ききり、深い呼吸を行うと副交感神経
が刺激され、リラックス効果が高まる

左膝を立て、右足を真っ直ぐに伸ばし、仰向けになり、
左腕を肩の高さに広げる
左膝を右に倒し、右手を添える
＊左肩がマットから浮かないように気を付ける＊
頭を左側に向け、ねじりを深める
ゆっくりと呼吸を5回繰り返す
右も同様に行う

　いかがでしたか？天候は、コントロールできません
が、寝る前にご自身でストレッチやポーズを取ることで、
リラックスする身体は作れます。夏から秋、秋から冬にか
けて、季節的なものからの体調不良と諦めず、出来るこ
とから少しずつ、ご自身の身体を労わって、この季節を
過ごしていきましょう。ポーズを取る時間がない場合
は、ゆっくりと呼吸を繰り返すだけでも、リラックス
効果はあります。季節の変わり目を楽しんで、日々皆
様が笑顔でありますように。

　食育ワークショップの後は、能楽師シテ方　観世流
で重要無形文化財（総合）に認定を受賞された松井美
樹先生に能について教えていただきました。能の発
祥、歴史、舞台、そして能で使う衣装や面などについて
お聞きしました。夕食の後は体験タイム。姿勢、声の出
し方を学びました。先生の立ち居振る舞いや発声など
真似をするのは難しかったですが、背筋がしゃんとし
て気持ちよく、ちょっとした手振りで意味が違うこと
も知り興味深い内容でした。先生のお譜に皆が感動し
て、お譜に挑戦したいと声が上がり、次回は「高砂」を
練習することになりました。クリスマスまで２回練習
して、クリスマス夕食会では皆で譜を披露できたらい
いな、、と思っています。

　ワークショップの後は交流タイム。子どもたちは仲
良く遊びながら、ママたちは近況報告や先生方と交
流。楽しい時間はあっという間に過ぎて終了。来月再
会することを約束して別れました。仕事や子育て、介
護に追われている私たち。息抜きをすることも大切。
同郷人同士が集まり静かで温かな時間を過ごすこと
で日々の生活の中のささやかな楽しみになれたらと
願いながら。また来月お会いしましょう！！
　次回みんなの夕食会は10月10日、11月7日。

10月の夕食会から
ラクラクヨガワークショップスタート!!



Report Report
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第３回ふるさととつながろうツアーを振り返って

も杭打ちができた子どもたちも自信がつきました。コ
ロナ渦のこともあり、１家族で１テント。４-6人用の
テントを１人もしくは２人で使えるので、テントの中
は広くて居心地がよく、夜寝る時間が楽しみになりま
した。

　次は夕食作りです。まずは火おこしからスタート。
皆で集めてきた枝や松ぼっくりの他、牛乳パックと新
聞紙も加えてチーム毎に協力しながら火起こし。ス
ムーズに火起こしができたチームもあればなかなか
つかないチームもあり、それぞれが工夫しながらやっ
と全チームで火起こしができました。そこに鍋をのせ
味噌汁用のお湯を沸かしました。お湯が沸く間カセッ
トコンロでご飯を炊く準備をします。計量カップがな
いので水の測り方を学び、鍋がない場合は袋に米を入
れてお湯の中に入れて炊く方法や缶で炊くこともあ
ることを学びました。（みんなの手の夕食会で袋一つ
でできる災害レシピを学んだばかりの参加者からは
「知ってる！」「知ってる！」の声が！）

　8月16日と17日のふるさととつながろうツアーで
は「災害に備え生きる力を学ぶツアー」というテーマ
で災害の備えについて学びました。１泊2日の日程で
野外での防災キャンプと福島県庁内の「危機管理セン
ター」訪問が主な内容でした。最低限度の宿泊準備と
自宅にある非常用持ち出し袋と夕食のためにレトル
ト食品を持参ということで、お昼頃に福島駅には参加
者がリックに思い思いの物を詰めて集合。バスで二本
松市にある「あだたらフォレストパーク」へ向かいま
した。

　そこに、福島市にあるNPO法人シャロームの役員さ
んが来られとれたてのきゅうりとお菓子を差し入れ
てくださいました。シャロームさんとは、6年前のツ
アーでお会いしていることもあり久しぶりの再会で
した。受付で防災キャンプ担当の遠藤さんに会い、重
い荷物を担ぎながら、オリエンテーションのため森林
学習館へ移動しました。そこで、２日間お世話になる
講師の方と対面しました。自己紹介や開会の挨拶の後
はチームに分かれてゲームをしてリラックス。いよい
よのスタートにまだドキドキ。

　ご飯の火を強めから弱めにし少し置いてご飯を蒸
して出来上がり！出来上がってから、持ってきたレト
ルトカレーをかけて、インスタント味噌汁をお湯に溶
き、差し入れに頂いたみそきゅうりと一緒に皆でブ
ルーシートの上で美味しくいただきました。バーベ
キューもいも煮もなく、炊きたてのご飯とレトルト食
品だけの質素な夕食でしたが、自分たちが集めた資材
で火を起こし、お湯を沸かし、ご飯を炊いて食べる夕
食。学びを共にできる仲間と自然の中でいただけたこ
とは最高でした。
　食後は、災害キャンプ唯一の贅沢！施設内の温泉入
浴でした。安達太良の湯は無色透明でヌルヌルの美肌
の湯。それほど広くはありませんが露店風呂もあり薄
明かりの中で入るお風呂。気の合う仲間たちと団欒し
ながらつかの間の幻想的で癒される時間を過ごしま
した。
　入浴後は、また森林学習館に集まり、各自の非常用
持ち出し袋の中身を互いにチェックし、必要な物は何
かを一緒に考えました。複数のライトは必須。自分の
服を使い枕にすること。火打式のライターや新聞が役
立つグッズであること。アルミシートの下に新聞紙な
どを入れて身につけると温かいこと。緊急用の水より
も普段のペットボトルの水の方がおいしいこと。そし
て簡単にできる災害用トイレにの作り方など役立つ
ことをたくさん伺いました。

　次に、キャンプサイトへ移動。前日までの雨のせい
か、木々の緑が鮮やかに映り、森のいい匂いに包まれ
森林浴のシャワーが降り注いでいました。最初のプロ
グラムは森での自然体験。森の注意点についてや焚き
火に使える資材について伺ってから焚火の資材集め
をしました。雨が降って濡れていると火がつかないの
で乾いている小枝を選ぶこと。注意深く見渡すと色の
違いから使える物が次第に見つけられるようになり
ました。

　必要な木々を集めた後は、テントの張り方を学びま
した。キャンプ初体験の参加者も多く、講師の方のデ
モンストレーションを熱心に見ながら１人でもしく
は親子でテントを張りました。テントを張り終えると
達成感でいっぱいになりました。親子で挑戦して自分
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倉庫などもあり素晴らしい施設でした。私たちは、危
機対策本部の会議室に座り会議に臨む臨場感を味わ
いました。

　次に会議室に移動して、福島第一原子力発電所の廃
炉についての取り組みについてや台風19号の水害発
生の話や避難について伺い避難計画作成の仕方につ
いても教えてもらいました。廃炉の取り組みのお話で
は、汚染水対策、使用済燃料取り出し、燃料デブリ取り
出し、廃棄物対策、そして福島県の安全監視体制に関
して伺いました。現在、1500社の事業所の4000人の
方々が世界初の廃炉作業に取り組んでいるそうです。
特にデブリの取り出しには課題がありなかなかス
ムーズには進まないと伺いました。そのような状況の
中で、県民の安全を確保しながら国と東電と調整をし
て作業が滞りなく行われるのかを見守っていく役割
を担っている福島県の職員の方々。調整はなかなか大
変かもしれませんが本当に頑張ってほしいと思いま
した。
　最後に、最近増えている水害について、避難の重要
性となぜ、どこに、いつ、誰と、何を持って、どのように
避難するのか、my避難計画の立て方を教えていただ
きました。そして、配布された「そなえるふくしまノー
ト」を参考にしながら「防災手帳」に必要

　その後、震災直
後、フォレスト
パークが富岡町か
ら避難された高齢
者の方や妊婦さん
の受け入れ先で
あったお話も伺い
ました。当時九州
から送られたきた
寝袋や炭と七輪。
支援物資の中には
簡単に使用できな
いものがあったこ
とも。逆に下着やミルク等の必要とされる物はなかな
か送られてこなかったそうです。混沌とした中で各地
から訪れたボランティアの方々の活動により避難者
の方が癒しの時間を持て、熊本のメーカーさんが支援
で送ってくれたテントを森林学習館に張り、避難者が
おうちのように過ごすことができたそうです。そして
それぞれが隔離されて医務室や授乳室もできてプラ
イバシーが守られたことも伺いました。
　避難所生活では通常とは違った環境の中で過ごす
ことになるので快適に過ごせる工夫をすることや寝
やすい環境を整えること（例えば、他の人の足音がし
たり、明るかったりするので、耳栓をしたりアイマス
クをする等）と非常用に音楽などの寛げるものや普段
食べている物を揃えておくことなどのアドバイスも
いただきました。火の通らない物ばかり食べていると
舌の感覚がなくなってしまうそうなので、温かいもの
を口にすることが必要で卓上コンロさえあればそれ
が可能なことも伺いました。つまり、「キャンプスキル
が災害時の避難所生活に役立つスキルなんだ」という
ことがやっとわかりました。

事項を記入して災害に備えれることも知り、防災意識
を更に高めることができました。
　この２日間のツアーを通じ、避難した際に役立つ知
識を得ることができて、避難所生活でも活かせるキャ
ンプスキルを養い、避難計画の立て方や備え方のノウ
ハウも学ぶことができました。福島県が次の災害に備
えるために震災の教訓をもとにしながら危機管理セ
ンターを整備したことや原子力発電所の廃炉作業に
関して課題と向き合いながら、県の未来のためにその
任務をやり遂げようとしていることを知れたのも有
意義でした。参加者の方からも災害に備える力を身に
つける役立つ内容だったことや自然豊かな福島で満
足いくキャンプができたなどの喜びの声を多数いた
だきました。
　学び多き盛りだくさんの内容のツアーをコロナ渦
に実施するにあたり、関係者の方々のご理解とご協力
いただき実現されたことにとても感謝しております。
ご協力いただいた関係者の方々のお言葉や振る舞い
の中に、震災を体験した故に培われた防災意識と命を
尊ぶ意識を感じました。おかげで私たちは他では知り
得ない知識と貴重な体験をすることができました。ご
協力ありがとうございました。
　参加者の方々にはこのツアーで得たことをぜひこ
れからの生活に生かしながら暮らしていただきたい
と思います。そしてできれば自分の学んだことを知り
合いの方に伝えていただき、皆の防災意識が高まれば
幸いです。
　―命を守り、命をつなぐことーそれは、311に始ま
り、私たちの旅はまだ終わっていませんー
また福島でお会いしましょう！

　中身の濃い講義の後は、それぞれがテントに戻り就
寝準備。テントは本当に快適でした。3センチの厚みの
アルミシートの上に自分の服を集めて枕にしてゴロ
ン。でも寝心地は最高！幸運にも曇りの一日中だった
ので快適な温度。朝は肌寒そうと思い寝袋を毛布がわ
りに。あっという間の1日。多くが早めに就寝。時間の
経つのを惜しむように交流している参加者もいまし
た。
　キャンプ2日目。朝起きてから、身支度をして、テン
トを片付け、軽食をいただき、後片付け。森林学習館で
お別れの会の後にフォレストパークを離れました。朝
起きて偶然日本カモシカに遭遇した子どもたちは興
奮気味。時間ギリギリまでクワガタと遊ぶ子どもた
ち。この豊かな自然溢れるキャンプ場に「また来よう」
と口々に言いながらバスに乗り込みバスは北上。左手
に山の景色を見ながら約1時間目的地の福島県庁に向
かいました。

　福島県庁に到着し「災害危機管理センター」を見学
に訪れました。震災の教訓を基に作られた危機管理セ
ンターは震度7でも4位になるほどの免震構造の建物。
緊急時には職員が30分で駆けつけて災害対応ができ
る体制になっており、プレススペースもありメディア
対応も即可能。知事や各部の局長が集まって会議を行
うマルチモニターのある災害対策本部会議室、国の機
関や警察・消防・自衛隊の人たちが集まるリエゾンオ
フィスや緊急職員のための食糧を備蓄している備蓄



高齢者は食が細くなりがちなので、お食事をする時、まず
たんぱく質の豊富な食材から食べることをオススメしま
す。主な食材は、肉・魚・大豆・大豆製品・卵などです。
×脳が嫌う食べ方は「塩分とカロリーのとり過ぎ！」
塩分のとりすぎは血圧を上昇させて脳の血管を傷つけ

ます。また、肥満や過食は動脈硬化を進行させて、脳血管
障害の要因のひとつとも言われているので、特に飽和脂
肪酸（常温で固まる油）のとり過ぎには注意しましょう。

運動　適度な運動は脳を活性化し、脳の神経細胞の成
長を促します。その結果、記憶力や学習能力向上にも
つながります。また、運動習慣のある人は、ない人に比
べて認知機能が低下しにくいと言われてます。

睡眠　睡眠中には、疲労物質の代謝や細胞の修復な
ど、脳のメンテナンス作業が行われてます。また記憶
の定着などの働きが活発になります。良質な睡眠は、
認知機能（理解力や判断力など）の低下を予防できる
可能性が高いです。

 Column!!  Column!!

食育コラム ～脳を活かす毎日の暮らし術～

布施 元子 先生 プロフィール
調理師・食育指導士・食育トレーナー・健康管理士・
睡眠推進員
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京都市北区在中。10歳男児の母。東日本大震災を体
験し『食育』の伝承【食べることは、生きること】を通
して丈夫な身体作りの活動中。

「あによべ体操」で舌位を上げよう！免疫力もアップ！

　脳の健康を育む秘訣は、毎日の積み重ねにありま
す。年齢を重ねるほどに、衰える能力もありますが、知
恵や判断力など、人生経験が豊富になるにつれ、伸び
る機能もあります。衰えを防ぎ、伸ばせるものは伸ば
しましょう。

３つの基本要素『食事・運動・睡眠』をおさえよう！
食事　よく噛み、しっかり水分補給。脳が喜ぶ栄養素
をご紹介します。
①n‒3系脂肪酸　青魚・亜麻仁油・えごま油・インカイ
ンチオイルなど
背の青い魚（さば・さんま・まぐろなど）に多く含まれ
るEPAやDHAは、頭が良くなると話題にもなった油
で、血栓予防や中性脂肪、血圧の改善から動脈硬化を
予防する作用が期待できるほか、DHAは集中力を持続
させる働き、認知機能の改善効果が認められ、脳が活
性化されて記憶力や観察力が高くなると言われてい
ます。そして、ストレスを和らげ精神を安定させる効
果もあることがわかってきました。
　また、亜麻仁油やえごま油・インカインチオイルの
主成分はα-リノレン酸で、体内ではつくることができ
ず、このような食品から摂らなければならない油のひ
とつです。α-リノレン酸には、善玉コレステロールを
増加させ、悪玉コレステロールを減らす働きがありま
す。そして、血管をしなやかにして血液をサラサラに
し、アレルギーを抑えるなどの効果があります。
※保存方法は、非常に酸化しやすいので、熱と光は極
力避けて、開封後は必ず冷蔵庫へ保存。
②抗酸化　脳は身体の中で最も酸素を消費するので、
その分細胞を傷つける活性酸素ができやすので、抗酸
化力の高い食材で活性酸素を消去する。
　特に、ビタミンA（豚肉、うなぎ、緑黄色野菜など）・ビタ
ミンE（ナッツ類、アボカド、小麦胚芽など）・ビタミンC（柑
橘類、緑黄色野菜など）・ポリフェノール（プルーン、大豆・
大豆製品など）は抗酸化力が高い栄養素です。
③たんぱく質　やる気を出すアドレナリンや精神を安定さ
せるセロトニンなど神経伝達物質の原料になります。また

！より脳を活性化するヒント
◯話す、書く、つくる。手や口を使って表現を豊かに。　
◯外出や趣味、ボランティアに参加するなど、人と交流
する機会を多くもつ。
◯いろいろなものに好奇心をもって、調べたり試した
りする。

～脳が喜ぶトリプルさば味噌～
〈材料〉鯖缶（水煮）1/2缶、大葉5
枚、味噌50g、本みりん大さじ4、
くるみ20g

〈作り方〉①大葉はみじん切りにする。くるみは炒り細
かく刻んでおく。　②鯖缶は水気を切る。鍋に、味噌・本
みりん・水気を切った鯖缶を加えて加熱し、よく混ぜな
がらペースト状にする。　③大葉、くるみを加え、さっ
と混ぜる。
〈食べ方〉おにぎりの具、冷奴のトッピング、油揚げに
塗って軽くトーストなど

おすすめレシピ

舌位について考えたことはありますか？
　あなたの舌の位置はどこにあるでしょう？正しい
位置にありますか？正しい位置とは、口を閉じたと
き、舌先は前歯から離れて舌背が上顎にふんわりと軽
く触れた状態です。

　舌も筋肉なので、あまり動かせてなかったりうまく
使えていないと、硬くなって動きが悪くなって、重力
に負けてだらんと下がってしまいます。

　歯医者さんによると、最近は舌位の下がっているお
子さんが多くなっているそうです。母乳をしっかり吸
えていないせいかもしれません。（母乳を吸うには強
い舌の力が必要です）

舌位が下がるとどうなる？
　顎の成長にも影響を及ぼすので、歯並びが悪くなっ
たり受け口になったり、口がポカンと開いたままに
なったりします。口呼吸になると、ウィルスや細菌が
直接体内に侵入しやすくなって、風邪をひきやすく
なったりアレルギーを起こしやすくなったりします。

　口内が乾燥して唾液の分泌も少なくなるので、虫歯
や口臭、歯周病などの原因にもなります。また、口を開
けると喉が狭くなるので呼吸がしにくくなり、いびきを
かいたり、睡眠時無呼吸につながることにもなります。
　ものが飲み込みにくくなって嚥下障害になりやす
くなります。

「あによべ体操」で舌位を上げよう
　「あによべ体操」は、舌を正しい位置に導き、全身の
健康にもつながる、簡単なのにとても効果の高い体操
です。「あ～、に～、よ～、べ～」と大きな口を開けて
声を出して言うだけです。

「あ～」大きく口を開ける。
「に～」できるだけ頬を上げて、上下の歯はつかないように。
「よ～」左右の口角がくっつくくらい口をすぼめる。
「べ～」下顎を少し前に突き出して、舌は思い切り下に
向けて。
　1日100回を目安に朝の洗面のとき、食事の前後、ト
イレに座ったとき、入浴時、寝る前などに分けて自由
にやってみてください。あによべ体操する前と後に舌
の位置が変わっているか確認してください。

舌位が上がれば、いいこといっぱい！
・歯並びが良くなる。
・口呼吸が改善されて鼻呼吸になる
・免疫力が高まって、風邪をひきにくくなりアレル
ギー改善。
・唾液が出やすくなり、消化が良くなり、内臓機能が高まる
・口臭改善
・飲み込みやすくなり、むせなくなる　嚥下機能改善
・呼吸が楽になり副交感神経優位になり、精神が安定する
・姿勢が良くなり、肩こり腰痛改善　しっかり立てる
・体液循環が良くなり、身体が軽くなる
・脳機能、身体機能アップ
・小顔になる　顎のラインすっきり

　小さいお子さんからお年寄りまで毎日の習慣にで
きるといいですね。
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さとう式リンパケア公認インストラクター
リンパケアサロン楽楽
柚岡ゆかり 先生
各種講習会、施術を通して、身体と心が
ほっこり楽になるお手伝いをしています。
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