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避難者の皆様へ

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

今年は、昨年よりも梅雨明けが早く、夏が7月中旬に
やってきました。皆さんは夏休みのプランはもう立て
ていますか。みんなの手では、京都、福島で夏休みも多
くの企画をしていますのでぜひご参加ください。今月
は、暑い夏を乗り越えるカラダ作りコラムやスタミナ
レシピも載せていますので参考にされてください。皆
様、今年の夏を一緒に楽しみましょう！！
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今回のランチ会はスパイスについて学びます。スパイスたっぷりの
ドライカレーを作って一緒にいただきましょう。

みんなの手 主催イベント

日　時
場　所
内　容
参加費

2021年８月29日（日）10時半～
伏見区青少年活動センター
スパイスたっぷりのドライカレー作り＆交流
無料

最後で最初の運動会

　去る五月晴れの週末、
ここ浜通りの富岡町でも
運動会が開かれました。
町内の富岡一小・二小、
一中・二中、避難先の三
春校、そして預保連携保
育園の合同運動会です。
2歳2か月になった娘・郷
（きょう）も「はじめての運動会」という事で「トムとジェ
リー～チーズ泥棒がやってきた～」という種目に参加し
ました。要は障害物競争なのですが、なにせ2歳児。親と
一緒でもコース通り走ってくれません。頑張りましたがビ
リでした。横断幕には「心を燃やせ！最高に楽しめ！三春
校・富岡校ファイナルイヤー」とあります。避難先の三春
校が今年で終了すること、町内に再開した第一・第二小
学校、中学校は来年合併することもあり、人によっては最
後の運動会でもありました。2017年春の避難指示解除
（帰還困難区域を除く）、18年の小中学校再開、そして
19年の保育園オープン。今ではこども園に30人以上、小
中学校に40人以上のこども達が通っています。離島のよ
うな少数教育で、愛情たっぷりに地域全体で子どもたち
を見守る富岡での暮らしがどんどん好きになっています。

不安を抱きしめて

　福島の浜通りで子育てする。富岡町に1歳児と移住す
る。年間放射線積算量が１mSvに近い地域にこどもが住
む。表現は違えど、今の我が家を説明するとそうなります。
県外で暮らす家族や友人からは「大丈夫なの？」的な質
問あるいは心配をされることがありました。なにより一番
不安におもっていたのは、当の当事者であるカミさんで
す。「子どもにも人権があるんですよ」と言われた事もある
そうです。僕の中にも不安がないわけではありません。問
題はそれが、どこからくる不安なのか、という事でした。例
えば自分の無知からくる不安。「知らないから不安」ある
いは「間違った認識からくる不安」か、否か。あるいは未知
からくる不安。「年間１mSvを少しでも超えたらどうなる
のかな？」とか「低線量被曝の影響にはしきい値がない
から、無用な被ばくは最大限避けるべき、の『無用』と
はどこまでを指すの？」とか。「今の科学で分かっ
ているのはここまで。もう少ししたらわかるか

ふくしま復興支援フォーラム
福島市で定期的に開催される講演会。非常に多岐にわたりタイム
リーなテーマを扱います。コロナ後はオンライン化してどこからでも
参加可能に。開催実績180回以上。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~tkonno/FK-forum.html

双葉郡未来会議ボイスアーカイブ
地元の事は地元が発信する。「語り継ぐ。未来に活かす」をコンセ
プトとする双葉郡8町村の「地元の人」証言集。まずは100人目
指し、現在69人目。
https://futabafuture.com/voice-archive/

認定NPO法人 いわき放射能市民測定室たらちね
最新の測定結果
いわき市で民間独自に継続的な放射線測定に取り組む団体。農
作物だけでなく、土壌や海水、掃除機のごみや子どもの尿なども
測定結果を無料で公開。2021年6月の測定数は222件。
https://tarachineiwaki.org/radiation/result

あぶくま山の暮らし研究所
2021年1月に田村市都路を拠点に設立された研究所。「山の除染
は手付かず」「山菜・キノコからは今でも高い線量が検出」困難さば
かりが報道される山林の再生に役立つ書籍やレポートを紹介。
https://asli.fukushima.jp/abukuma/
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1972年 鎌倉市生まれ
福島県双葉郡富岡町在住鈴木 亮も～ぉ　い～ぃ か

ぁ～ぃ？

運動会にて著者（右）亮と郷・2歳5か月(きょう)

もしれないのがこの辺くらい。これはあと何十年かは解明
が難しい」といった類の不安は尽きることはありません。
胸に抱くいろいろな不安・疑問がありました。無知と、未
知とが、刻 と々変化するのも、徐々に学んだことでした。

備えあっても憂いあり

　例えば家の中の線量ですが、埼玉では0.05μSv/h
で、富岡では0.1ほどです。自分の子どもを守るために僕
たち夫婦が選んだことは、不安との付き合い方を磨い
た、という事だと思います。春には家の周りのツクシやヨ
モギの線量を計ってみたり、トリチウム処理水や中間貯
蔵施設のオンライン勉強会に参加してみたり。農業者や
漁業者から現場で聞くこととテレビや新聞で報道される
ことには、本当に大きな乖離を感じます。それを短い文
章で伝えるのは難しいですが、何事も実際に目で見て人
と話す前と後では、イメージがすごく変わるのがこの地
域のアルアルです。子育て世代のいろいろな葛藤を聞く
ことは大いに参考になりましたし、僕ら夫婦がここで感
じたことを話したり文字にしたりすることに、少しは意味
があるのかな、などと感じることもあります。（この連載も
その一つですが）しっかり備えることと、憂いを受け止め
ること、両方あってバランスがとれます。「備えあっても憂
いあり」という感じです。今回は地域（富岡町）で不安と
折り合いをつけて暮らしていくために参考にしているサ
イト（プロジェクト）をいくつかご紹介させていただきま
す。好みはあると思いますが参考になれば幸いです。

ふたば地域サポートセンター
ふたすけ　所長 

みんなのランチ会

2021年 9月 11日（土）
13時半　ボディメンテナンス（腰痛克服メンテナンス）
　　　　  腰痛についてのお話＆個人指導＆腰痛に効くワーク
　　　　  八木接骨院　八木院長
15時半　季節の料理教室

食材について学び、季節の食材の調理のデモンスト
レーションと試食などを行います。
土井勝料理教室ラボ

17時　　ラクラクヨガ
カラダの柔軟性を高め、体幹強化を図ります　
Miyuki 先生

18時半　夕食交流会
希望の方は、お名前・メルアド・携帯電話番号を記載の上、み
んなの手（minnanote123@gmail.com）までメールでお
申し込みください。

日　程
内　容

お申し込み

みんなの夕食会



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

奥会津の山村暮らし体験ツアー 森に囲まれ水資源豊かな奥会津を訪れ、森のパワーをいただき、
山村暮らしを体験しましょう。

第2回

event Info Report
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8月14日（土）～15日（日）
8月14日 8:30　郡山駅
8月15日 14:30　郡山駅
食事代
15名（お申し込みが多い場
合はこれまでの参加回数が
少ない方を優先します）

8月14日（土）
8時半　 郡山駅 集合 ▶ 只見町到着 ▶ ランチ 
　　　　▶ 森林の分校ふざわ到着 ▶ 沢のぼ
　　　　り体験 ▶ 温泉入浴 ▶ （夜の活動 天
　　　　体観測/キャンプファイヤー） ▶ 宿泊
8月15日（日）

田小倉ダム見学 ▶ ただみ・ブナと
水のミュージアム

14時半　郡山駅　解散

日　時
集　合
解　散
参加費
定　員

日　程

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。
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自然と共に生きる暮らしを学ぶツアー 昨年、災害対応キャンプで訪れたあだたらフォレスト
パークを再訪し、環境学習を通じて、持続可能な暮らしに
ついて学びます。

第3回

9月 19日（日）
8:30　福島駅
18:30　福島駅西口中央出口前
食事代（ランチ代）　　定　員　15名
あだたらフォレストパーク
当日宿泊希望の方は、フォレストパーク
近くで宿泊します。

日　時
集　合
解　散
参加費
場　所
その他

　6月19日にみんなの手のオフィス＆きのわで夕食
交流会を開催しました。
　約２ヶ月振りの夕食会には、京都・大阪・兵庫から参
加者の方が集まりました。今年度から、お料理プロ
デューサーの土井先生監修の季節の料理教室がス
タートしました。「家庭料理をお手軽に」をテーマに季
節の家庭料理のレクチャーを受けました。
　今回のメインは鮎料理。鮎は「食べたことはあるけれ
ど、調理したことはない」という参加者がほとんど。でも下
処理は楽にできるので、手軽に調理できるように思えまし
た。南蛮漬けや鮎の山椒煮のレシピもいたって簡単。食材
を丁寧に扱うこと、調味料はちゃんと測ること、季節の食
材を使うこと、山椒や梅干しなど身近な物を使いながら
味にアクセントを加えることなどのポイントを習いました。
　料理のベースになる出汁についてのレクチャーも
ありました。一番出汁、二番出汁、そして化学調味料の
味を食べ比べました。化学調味料の味に比べて、一番
出汁も二番出汁も昆布と鰹節の香りがして、シンプル
ですが味の深みを感じました。
　１回目ということもあり、先生もたくさんのレシピを用
意してくださっていたので、ささみのしそまき、ナスの田
舎煮、豚肉バラ肉の梅干し煮、かぼちゃの煮付け、冷奴
等のレシピについても説明していただきました。数時間
の間に、季節の料理のデモを見たり、料理に挑戦したり、
味比べをしたり、質問をしたりと、料理の知識が増えるだ
けでなく、お料理する楽しみを味わうこともできました。
　料理教室の後は、参加者に人気のMiyuki先生のヨ
ガレッスンでした。無理をせずにカラダを整えるヨガプ

ログラムでは、自分の力で自分に負荷をかけて筋力を
鍛え、柔軟性を高めるポーズを行い、緊張と弛緩を繰
り返しながら、最後にはココロもカラダもリラックスで
きるような内容でした。終わってから参加者からは、「と
ても満足」「身体が軽くなった」との声をいただきまし
た。疲れたカラダをリセットすることができたようです。
　夕食会では、カレーを皆でいただきながら団欒し、交
流を深めました。夕食後は、「わくわく未来のセッション」
という個人セッションを行いました。担当の先生と共に
未来の自分の姿を描きながら、未来に対しての良いイ
メージを持つことにつながったのではないかと思いま
す。近未来に素敵なことが起こること間違いなしですね。
　今回もあっという間に時間が過ぎて終了の時間が
来てしまいました。参加者の方からは「もっと話した
かった」「ためになった」「日頃のストレスが発散でき
た」「また来月が楽しみ」などの声をいただきました。
　毎月開催の夕食会は、避難者・移住者の方にとり、情
報交換の場、知識を広げる場、体験できる場、そしてつな
がる場として、これからも細く長く継続していきたいと思
います。皆さんに楽しんでいただけるような内容を企画し
ていきますので皆様のご参加をお待ちしております。
　また、遠方の方はズームでの参加も可能です。ご希
望の方は、みんなの手までご連絡ください。

朝ヨーガ（月に1回）
楽しく身につく大人の英語クラス

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。

ワークショップ
朝ヨーガ第四

日曜日火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 FR
I

SU
N月曜日

2予約毎週 小学生英語毎週

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！！

大人の食育教室
講師：布施元子

大人の初級集中クラス　Zoomレッスン
日時：毎週月曜日14:30~16:00　参加費：1,500 円
中上級クラス　Zoomレッスン
日時：毎週木曜日 10:00~11:00　参加費：1,000円
小学生クラス　Zoomレッスン
日時：毎週火曜日 16:00~17:00　参加費：1,000円

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）

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：8月29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）

大人英語
（初級集中）

鍼灸マッサージ 大人英語
（中上級）

毎週

MON
TU

E
WED TH

U 不定期

不定期

不定期

食事会

食事会

快適片付け
未来ワクワク
大人の食育教室
季節の料理教室
ラクラクYoga

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）

夕食交流会にて
講師：土井勝料理教室Lab

季節の料理教室

ラクラクYoga
夕食交流会にて
講師：Miyuki

未来のワクワクを創る
個人セッション
講師：太田 布希　他
（ご希望の方は直接みんなの
手までお申し込みください）

プライベート・オンラインクラス受付中!!

Reportイベントの振り返り～6月の夕食交流会ふるさととつながろうツアー

農業体験とビオトープ観察ツアー 東和町のファームを訪れて、稲刈り
体験＆ビオトープ観察を行います。

第4回

10月 9日（土）
11:00　福島駅
18:00　福島駅
食事代（ランチ代）　　定　員　10名
遊雲の里ファーム
9日宿泊希望の方は、遊雲の里ファーム
もしくは近隣の民宿に宿泊いたします。

日　時
集　合
解　散
参加費
場　所
その他



　いかがでしたか？
　今回のポーズは、挑戦ポーズも入れてみました。
まだまだ続く暑い日をヨガですっきりと乗り越えま
しょう。
　日々、皆様が笑顔でありますように。

門のポーズ（簡単バージョン）
　胸から脇腹にかけて体側を伸
ばし、深い呼吸を促し、自律神経
を整える効果

1. 右膝を膝立ちにし、左足を90
度に曲げる。背筋を真っ直ぐに
立てる。
2. 右手を右膝と同じライン上
に、息を吸いながら、真っ直ぐ上
げる。
3. 右手を左の方にゆっくりと
吐きながら斜めにおろす。左手
は、左の膝あたりに置く。
右側の体側、脇下あたりの伸び
を感じる。

＊ここからは、挑戦ポーズ＊出
来る方のみやってみましょう＊
4. 左手をマットにおろす。目線
をを右手の方向に向ける。
5. ③もしくは、④を5回ほど
ゆっくりと呼吸を深めながら行
う。左も同様に行う。

1

2

3

4-1

4-2

Columun! Columun!

M
IN

N
AN

O
TE

 N
EW

SLE
TT

ER

August 
2021

Iss
ued b

y M
innanote

5

　夏の暑さに負けないエネルギーを与えてくれるのが
肉ですね。肉と言えば、関西では「牛肉」と答える人がほ
とんどです。それほど関西人は牛肉が好きなのです。焼
肉が夕飯のメニューになると「今日は、焼き肉！」と食
べる前から、テンションが上がります。子どもたちと共
に囲む食卓で、食べる量の違いを感じる昨今です。今日
は、牛肉の中でも和牛についてお話しいたします。
　お肉屋さんでは、和牛と国産牛と分けて販売されて
います。国産牛の定義は、品種や出生地にかかわらず、
日本で3カ月以上肥育されたものですが、和牛は、日本
独自の基準下で、畜産農家の努力により、交配、肥育し
た牛です。種類は、「黒毛和種」、「褐毛和牛」、「無角和
牛」、「日本短角種」の4種類があります。
　「黒毛和種」は、関西でご馳走として食卓に登場する
お肉の品種です。ルーツは兵庫県但馬牛です。それほど
体格のよい牛ではなかったのですが、肉に細かなサシ
が入るように選抜・育種が進み、現在では大きく育てら
れ、サシが綺麗に入った牛肉になっています。
　「あか牛」と呼ばれる「褐（あか）毛（げ）和種」は熊本県
や高知県で育てられています。褐毛は朝鮮がルーツの
品種をベースに、外国の肉用種を掛け合わせたりして
成立したものといわれています。熊本と高知の褐毛は、
正確には系統と違う牛で、味わいも違いますが、分類上
は同じ褐毛和種とされています。
　「短角和種」は、関東地域では取り扱われていましたが、
関西では食べる機会はありませんでした。しかし、数十年
前から、赤身肉ブームにおいて食べられるようになりまし
た。「赤身がおいしい牛」として岩手県の北部、農耕や塩を
内陸に運ぶために使役していた牛「南部牛」にショート
ホーンという外来の肉用種を掛け合わせてできたのがこの
短角です。サシも入りますが赤身肉の部分が美味しいです。
　「無角和種」は、日本の黒毛和種に、ヨーロッパで生ま
れた肉用牛であるアバディーンアンガス種を掛け合わ
せた品種で、その名のとおり角がない牛です。和牛品種
の中で最も頭数が少なく、2012年4月の段階でおよそ
200頭しか残っていない、希少品種です。山口県萩市を
中心に育てられている牛肉です。
　同じ和牛でも肉質も味わいも違います。美味し
さの違いを知りながら料理するのが美味し
い料理のコツです。以下美味しさの違いを

　ちなみに、私の好きな和牛は、短角牛です。岩手県の北
部、農耕や塩を内陸に運ぶために使役してい「南部牛」とい
う。サシも入っていますが赤身の部分が美味しいお肉です。
　関西では、あまり手に入らない短角牛ですが、最近京
都のお店で取り扱っているところを見つけました。本
当に幸せの限りです。
　とにかく、おいしくいただくためには、材料を理解す
るのが一番です。材料選びから料理が始まっていると
いうことを知っていただきたいと思います。
皆さんの家庭の食卓が、美味しさと幸せに包まれます
よう願いを込めて。
　家庭で簡単にできる「カレーボイルローストビーフ
仕立て」のご馳走の一品。

牛肉のカレーボイル
材料（4人分）
・牛肉(赤身塊り)400g
・にんじん200g  ・玉ねぎ1個  ・パセリ少  々 ・水カップ4  
・塩大さじ1  ・カレー粉大さじ2  ・練りがらし適量  ・醤油適量
調理のポイント
牛肉を切る時には、繊維に直角に切ると柔らかく食べれ
ます。肉は茹ですぎると固くなるので気をつけましょう。
下ごしらえ
① にんじん千切り・玉ねぎ薄切り・パセリみじん切り
② 鍋に、4カップの水・①の材料・塩・カレー粉入れ、茹でる。
③ ②が煮立ったら、肉を入れ沸騰してから約10分。
泡・アクをすくい、火を止めて鍋でそのまま冷ます。
仕上げ
肉を薄く刺身状に切り、茹で野菜の水分を切り盛り付
け、練りがらしと醤油を添えて食卓。
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あたたかい食卓
まとめますので、参考にしてみてください。

・黒毛和種といえばなんといってもサシ。甘みと香りを感じ
るきめ細かいサシが入り、肉まで軟らかいというのが特徴
・褐毛和種は、黒毛ほどではないにしろサシも入るし、
赤身肉のうまさもほどよいバランス派
・短角和種は圧倒的に筋肉質で、赤身中心の肉。うま味
たっぷりでかみしめて食べるのがおいしい
・無角和種はその血統上、黒毛のような風味もあり、大
ぶりに切ったステーキに向く肉質

土井 敏久
お料理
プロデューサー

日本の家庭料理・郷土料理の地域の食生活文化向上を目
指し実践研究型教育プログラムや食生活文化ビジネスのプ
ラットフォームを主宰。店舗(CSC)展開・商品リサーチ販売・
交流勉強会・提携連携会議・女性の産業雇用創造を行う。

ラクラク Yoga コラム
～ヨガの基本“夏バテ解消ヨガ”～

　こんにちは。ヨガインストラクターのMiyukiです。
京都の伏見で、インストラクターとして、活動してお
り、今年から、Clay（泥パックで有名な）とヨガを融合
させた新ジャンルのアーシングヨガのインストラク
ターをしております。

　暑い日が続き、本格的な夏がやってきましたね。
　外気温と建物の中の冷房と寒暖差が激しく、体調を
崩しやすい時期です。
　特に下半身の冷えによるむくみや冷え改善のポー
ズと、暑くて睡眠不足ぎみになる季節に身体の側面を
伸ばし、呼吸を深めるポーズの二つのおすすめをご紹
介しますね。

女神のポーズ

　ふくらはぎの筋肉強化による
むくみや冷え改善効果

1. 両足を肩幅の2.5倍ほど大き
く開く。つま先は、外側に向けて
斜め45度の角度にし、膝と同じ
方向にする。
2. 背中を真っ直ぐに立てた状
態で、息を吐きながら、重心を下
げて腰を落とす。
3. 膝の下にかかとがあること
を意識して、両手を合掌。
4. ゆったりと呼吸を繰り返し、
5回呼吸を行う。

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
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. 呼吸は、できれば長く、鼻呼吸

1

2

3

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。Miyuki （松永 美幸）



新月の頃の話

　京都の夏。いよいよ本格的な夏到来ですね。朝は鳴り
響くような元気な蝉の声で目覚めます。日中はというと、
真夏の太陽の日差しは眩しいほどギラギラしていますよ
ね。午後、西日になっても気温が下がることもなく、その
まま月の出る頃を迎えるということが多くなる日々です。
猛暑が続く間はきっとそんな感じではないでしょうか。
　あまりの暑さにウンザリしてしまうこともありま
すが、太陽や月はいつも私たちを照らしてくれていま
す。月の周期はおよそ29.5日で、新月から満月、また満
月から新月になる期間というのは、その半分の約15日
間ということになりますね。
　今回はこのコラムを書いている7月の新月の頃の話
です。
　新月の日に、私のラジオ番組にある絵本作家さんを
ゲストとしてお呼びしました。
　「つきがみえないよるでさえ」の作者、じぎりん星人
さんです。面白いネーミングですよね。ですがこの名
前からはとても想像がつかないような、本当に素敵な
女性でした。

　人は人生の中で大切な人
をなくす、ということがあっ
たりします。じぎりん星人さ
んの絵本にはそのような時
の心に寄り添った、ホッと安心できるような、心温ま
るような言葉があふれていました。

　人の死について彼女はこのように語ってください
ました。
「からだがなくなったとしても、存在のしかたが変わるだけ
で、むしろ大きく広がっていけるのではないかしら」。
　そして本には、以下のように綴られています。
　「このほしのきまりから、ときはなたれたきみは、す
べてのもののいちぶとなり、あらゆるばしょにそんざ
いしている」と。

　だから、たとえいなくなってしまったとしても、歩
くと付いてくるお月さまのように優しくそばにそっ
と寄り添っていたり、温かい大きな眼差しで見守って

くれているのかもしれないで
すよね。
　時には地面に咲く可憐な花の
ように、時には木をそよそよと揺
らす風のように、ふと目につくと
ころに全てのものの一部となっ
て、あらゆる場所に存在している

のかもしれないですね。
　こんなふうに考えられたら悲しみもあるけれど、心
は少し和らぐのではないかなと思ったりしました。だ
からこんな時には、「すこしこのままで、じめんにしっ
かりとあしをつけて、あるいてゆこう」と。

　確かに、新月は目には見えない。でも「見えないけ
ど、ある」。そう、あるのです。大切なものは目に見えな
い、そんなふうにも言いますよね。気づかないだけ、意
識していないだけで私たちのすぐ近くには、実は大切
なものがたくさん存在しているのかもしれませんね。

　せっかくなので少し別の角度から新月の話をした
いと思います。
　新月は新しいことを始めるのに、良いとよく言われ
ています。言い換えると、事始めであったり、何かこれ
をやりたい！と、心が動くことにフォーカスすると良
いというのが、新月の日なんだと思います。やりたいこ
とがわからない、見つからないという時は、新月の日に
自分に問いかけてみるのもよいかもしれませんね。
　月が輝く頃も、まだまだ暑いこれからの季節。ついつい
冷たいものばかり飲んでしまいそうになります。身体の
冷やしすぎにはご用心ですね。暑さ対策に工夫をしなが
ら、今年の夏を楽しく朗らかに乗り越えたいですね。

Columun! e�ai
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～暑い夏を乗り切る～

　強い日差しに抜けるような青空と入道雲は、実に気
持ちがよいものですが、年々厳しい暑さと湿度で、いつ
も以上に身体の消耗が厳しいと感じませんか？
　東洋医学では夏の暑さも病気の原因のひとつと考
え、これを「暑邪」と呼んでいます。たくさん汗をかくこ
とで必要な体液や気＝生命エネルギーも流出するた
め、体力が奪われて消耗し、熱中症になるのです。
　さらに、日本の夏の特徴でもある高い湿度、「湿邪」に
よる影響もあります。夏場は水分をとりすぎるきらい
があり、体内に余分な水分がたまり、むくみや消化不良
などの湿邪による症状を起こしやすくなるのです。

夏バテの原因は

　余分な湿気で、「脾」（胃腸）が重苦しくなり、ガスがた
まってお腹が張ったり、下痢を繰り返しやすくなりま
す。さらに、夏は暑さのため、冷たいものをたくさんと
り胃腸にダメージを与え、さらには、胃腸内の水分と外
気の湿気が一緒になって臓器の湿度が高まると、その
働きが弱まり、消化不良や食欲不信、下痢、だるさなど
の胃腸障害を招くことになり、これが夏バテを引き起
こす原因になるのです。

食事の工夫で夏バテ解消

1）【苦味】の食材がオススメ
　「体を冷やす」よりも『体内の熱を冷ます』作用のある
ものを選びましょう。その食べ物の最たるものが【苦
味】の食材です。苦味のある食物は、心筋の収縮力を強
化、消炎、止血、解熱、鎮痛作用があり、体内の熱を冷ま
して夏にオーバーヒートしやすい「心」の高ぶりを鎮め
る働きがあります。
２）旬の食材は加熱調理で
　日々、冷房の中で過ごしているのであれば、水分が多
く、体熱を冷ます旬の食材を加熱調理をすることをお
勧めします。野菜は茹でて水分を抜いてから和え物に
したり、利尿効果の高い小豆をお粥や赤飯、お菓子の餡
などにして、水分の滞りによって引き起こされる病
気を未然に防ぐことができます。
３）薬味や夏の心強い味方
　暑くて食欲いがなく、胃がもたれるとき
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布施 元子

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

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。

元気なカ ラ ダ作り サリー ラジオパーソナリティ・朗読家・司会・ボイス
レッスンコーチ
FMおとくに862 「サリーのコトバのチカラで
グッドモーニング」担当Beau t i f u l  Wor l d

には、生姜やにら、ねぎ、七味唐辛子、しそなど、体を温
める辛味の薬味を夏の食材に添えることをお勧めしま
す。さっぱりとした香味もまた、食欲を増し、辛味成分
が適度な刺激を与えて、消化を促進してくれます。

タイプ別夏バテ解消法

①「気虚」タイプ→暑さによる気の消耗が大きな原因
で、元気がなく、食欲減退、だるいなどが主な症状。夏風
邪をひきやすくなり、食欲低下による栄養不足で、さら
に気が不足してしまうという悪循環に陥りやすい▶▶
▶やまいも、かぼちゃ、さやいんげん、卵などの気を補
う食材が最適。
②「陰虚」タイプ→汗などで体内の水分を大量に失い、
脱水症状に近い状態。汗は体内のミネラル分も同時に
放出するため、ミネラル不足で疲労感やだるさ、イライ
ラを感じる▶▶▶失われた体液を補うオクラ、かぶ、白
きくらげ、ほうれん草がおすすめ
③「湿邪」タイプ→冷たい飲み物や食べ物のとりすぎで
胃腸が冷え、消化能力が落ちることが原因。余分な水分
が胃腸に停滞し、消化不良や腹痛、下痢などの症状を招
く▶▶▶余分な水分を取り除くアスパラガス、きゅう
り、冬瓜、とうもろこし、なす、すいかなどがぴったり。
全タイプとも、新鮮な野菜や果物、海藻類などで十分な
ミネラルの補給をしましょう。そして、唐辛子やにんに
くなど、胃液の分泌を促して食欲を増進する香辛料に、
豚肉やうなぎなど、糖質をエネルギーに変えてスタミ
ナを増強するビタミンB1食材、疲労物質の蓄積を防ぐ
酸味の食材を組み合わせると効果的です。

　今年は梅雨明けが早く、暑い夏が長く続きます。夏バ
テをしないように、日々の生活に気をつけながら夏を
元気に過ごしましょう。

ラジオパーソナリティー・朗読家/司会・Voiceレッスン
コーチ　FMおとくに862 「円山サリーのコトバのチカラ
でGood Morning」担当。
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