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組み合わせは難しかったであろう﹂とい
うことを述べておられました︒諸葛亮が
推戴した劉備は決して︑切れ者ではなか
ったが人徳と決断力だけは持っていた人
物で︑それが言うならば︑劉備という男

無用の用ならぬ無能の能
﹁果たして︑理論家の TOP
の下に実践
派の補佐役が付いた方がいいのか︑それ
とも︑実践派の TOP
を補佐する形で理論
派の参謀が付いた方がいいのか﹂・・・
・・︒すなわち︑智将の下に猛将が付く
べきなのか︑猛将の下に智将が付くべき
なのか？︒これは︑実は︑結構︑以前か
ら考えていたことで︑特に学生時代︑三
国志を読んでいて強く思ったことなので
すが︑これはある意味︑理論が先か︑実
践が先か・・・といっていいかとも思い
ます︒
となれば︑﹁理論と実践とはどちらが
欠けてもいけない車の両輪である﹂・・
・という自説に照らせば︑もちろん︑両
方優秀な人であるのが一番︑理想なので
しょうが︑それは現実社会では必ずしも
実際的ではありません︒︵かつて︑兵法
評論家にして私が師と仰ぐ︑大橋武夫氏
は三国志に関する著書の中で﹁曹操は百
万の大軍の総司令官であり︑諸葛亮は百
万の大軍の参謀総長であった﹂と述べら
れたことがありましたが︑同時に﹁この
二人が組むことが一番︑理想形だったろ
うが︑曹操では諸葛亮の保護本能をくす
ぐることがなかったであろうから︑この

今回は 気､をしっかりと補充するいく
つかの養生法についてお話したいと思

の﹁可愛げ﹂・・・であったろうと︒誰
かが言ってましたが︑これこそ︑﹁無用
の用ならぬ無能の能﹂であろうと︒︶言
ってましたが︑これこそ︑﹁無用の用な
らぬ無能の能﹂であろうと︒︶その意味
では︑理想的・・・︑あるいは︑ベスト
という形はおそらく︑存在しないのでし
ょうが敢えて︑ベターという視点で言え
ば︑私的には︑﹁智将を補佐する形で勇
猛な部将が付いた方が良い﹂ように思い
ます︒
敢えて︑政治感覚のみの人
と︑勇猛なだけの人に極論

すればわかりやすいかと思いますが
その点で︑好例となるのが︑源頼朝
と義経石田三成に島左近︑アウグス
トゥスとアグリッパのような関係で
しょうか？
一見︑決断力に富む軍事的能力が
高い人がトップに立ち︑政治的能力
の高い人が細部を詰めていった方が
いいようにも思いますが︑この場合
勇猛なだけの人に判断能力があれば
いいのですが︑判断が付きかねる場
合︑また︑こういう人ほど得てして
妙な猜疑心を持ったりするもので︑

際︑朝市で︑黒い犬︵台湾犬
︶が引き縄も着けずに自由に
闊歩しているのに︑何度も遭
遇した︒人々は別に怖がりも
せずさりとて︑特別︑関心を
寄せるでもなく犬が町に溶け
込んでいる風情だ︒台湾の知
人に聞くと︑犬を縛っておく
から︑犬がストレスを感じて
吼えたり悪さをするのだとい
う︒また︑店の前で犬が糞を
しても︑別に咎めることなく
店の人が︑気が付いたら処理
するという︒犬が糞や小便を
するのが当たり前という大陸
的な心持なのである︒
そういえば︑私が子供のこ
ろ紐につながれていた犬はい
なかった︒そのためか年に何
度かは︑犬のドッキング風景
を目撃した︒そういう場合は
子供も大人も犬に水を掛けて
引き離そうとするのだが︑容
易には離れない︒
当然︑ドッグ
フードなるも
のは売ってい
ないので︑家
人の残飯を食
すのが普通で
あった︒かく
て︑生ゴミな
ど生じること
も少なく犬猫
がゴミ処理の
一翼を担って
いたのだ︒海
辺では今でも
魚調理後の残
ったはらわた
は海岸に捨て

犬に残飯をあげる是非
最近︑姪とメールのやり取りをす
るようになった︒料理つながりで話
が盛り上がっている︒
ところが︑我が家にいる連れっ子
ならぬ連れ犬の件で︑意見が分かれ
た︒私は︑犬は外で飼うこと食事は
人間が残した残飯を主にすることを
受け入れの条件にした︒
ところが︑いままで部屋で飼われて
いた犬は︑せっかく買った新築犬舎
を嫌い︑夜中じゅう吼えている︒つ
いには町内会長から︑近所で︑犬を
虐待しているとの通報があったので
善処してもらいたいとやんわりと忠
告された︒なむなく︑家の中に入れ
一匹は居間に︑
一匹は玄関の中
に置いたダンボ
ール箱が居場所
となり︑新築犬
舎は２棟とも使
われじまいだ︒
数年前︑仕事
で台湾を訪れた
その３＝乾布摩擦をします︒
皮毛は肺が司っており︑皮毛
の機能が高まれば︑免疫力も
高まり肺が丈夫になります︒
寒い季節はシャツの上からで
います︒
もかまいません︒
その１＝腹式呼吸をしお臍の下︵丹田︶その４＝百会に温灸します︒
に気を溜める気持ちで呼吸を 百会は全身の陽気が集まるツ
してみましょう︒
ボです︒ここに温灸すること
中医学では呼吸の中の吸う方 で気の流れがよくなります︒
を納気といい︑腎が肺気を摂 その５＝朝夕２回のウォーキ
取し呼吸を円滑にする働きを ング！景色や季節の移り変わ
いいます︒鼻からゆっくりと りを見ながら気持ちよく散歩
息を吸い︑お腹に溜めてゆき しましょう︒お日様のある︑
今度はストローから息を吐く 明るく暖かい時間に歩くと陽
気持ちで︑少量ずつ息を吐い 気をたくさんいただけます︒
てゆきます︒
病気の方や体が弱い方は︑夜
その２＝立ったまま︑腰を少 の散歩︑雨風の強い日の散歩
しずつ下げ︑見えないイスに は避けてください︒また︑川
腰掛けるつもりの位置まで腰 の側やお墓︑高速道路のガー
を降ろします︒その際︑両手 ド下など陰の気が強い場所を
は前に伸ばすとバランスがと 歩かないよう気をつけてくだ
りやすいですね︒できれば１
さ
い
︒
０秒間ほど静止します︒集中
︵
薬
剤
師
︑
薬食同源アドバイ
力を高め気を充実させます︒ ザー
高田理恵︶

気に関する養生法﹁
肺気を高める﹂
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そうなると︑やはり︑誤った判断を
下しかねないように思えます︒
項羽と范増の関係がその典型でし
ょうか︒項羽は范増の献策を活かす
ことなく︑逆に敵の計略にひっかか
り范増を殺してしまうことにも成り
かねないからです︒︵史書はそう伝
えてないみたいですが︶ となれば
智将の下に勇猛な部将が付いた方が
弊害が少ないと思うのですが︑如何
でしょうか？
︵小説家 池田平太郎︶

る︒カラスや海鳥がすぐにやってき
て食べつくすのだ︒
姪曰く︑ドッグフードでなければ
犬の寿命が短くなる︑ましてや︑残
った味噌汁をあげるなど言語道断︑
高血圧になって早死にすると︑私が
殺犬者であるかのごとく怒る
我が家の犬は︑残飯を与えてから
というもの︑ドックフードには見向
きもしない︒残飯がなく︑ドックフ
ードだけだと分かる時だけやむなく
食べる程度だ︒ドッグフードより残
飯の方が美味しいのだ︒まずいドッ
グフードを食べて︑少しばかり長生
きしたからって犬にとって幸せでは
あるまい︒残飯を食べている犬の方
が世界中では多いはずだ︒
犬が紐につながれ︑囚人のような生
活をしているものだから︑一生︑童
貞︑処女のままの不幸な犬が少なく
ない︒
田舎暮らしで是非やりたかったこ
とが鶏を飼い︑毎朝︑産みたての卵
を食することであったが︑これは犬
を飼う以上に難しい︒近所の老夫婦
の高床土台柱内には金網が張ってあ
る︒昔︑ここで︑鶏を飼っていたが
周りに家が建て混んできてからは︑
鴇︵とき︶の声が近所迷惑になるか
らと︑やめたのだそうだ︒カラスや
鶯の鳴き声は我慢できて鶏の鳴き声
を我慢できないのも不思議だが・・
・・︒
昔︑栃木の湯西川温泉など︑平家
の落人部落では鶏を飼うことや米の
とぎ汁を川にながすことが禁じられ
ていた︒源氏方に知れるのを恐れた
からだ︒現代は︑ほとんどの場所が
平家の落人部落状態になってしまっ
たようだ︒
犬の幸せ優先といいながら実は︑
飼い主の利便性優先なのではあるま
いか︒人間の価値観で犬を飼うのは
いかがなものか︒
︵ジャーナリスト 井上勝彦︶

サラダやビールの
おつまみに・・・・

材 料 （
３人分）
サヤ付きそら豆＝10本
塩＝少々

1/3のところまで包丁目を
入れる

筋に沿って
２つに引き離す

ＴＥＢＲＡ

作り方
① サヤ付きのそら豆の筋に沿って2つに引き離し、中の豆を取り出す。
② 取り出した豆の爪のようなところに1/3まで包丁目を入れ、皮から中身を取り出
しやすくする。
③ 容器に包丁目を入れたそら豆をいれ、サッと水をくぐらせ、水を切る。フタをし
てレンジ５００ｗで約３分加熱する。
④加熱後別の容器に移し、塩を振ってから冷ます。

（てぶら）

ネットショップで気軽に買える

.ab‑shop.co.jp/TEBRA/

MaRoママ//写真共）

は︑その怪力で衣服をひきは
がそうとしましたが肌にへば
りついて離れません︒ヘラク
レスは友人のピロクテテスに
自分の弓矢を託し︑自分は松
明に囲まれた火葬台に棍棒を
枕にして横たわり︑友人の矢
に打たれて息を引き取りまし
た︒
英雄の死を嘆いた神々は︑
四頭の馬が引く二輪の馬車に
乗った意気揚々とした姿で︑
彼を大きな星座として天空へ
迎え入れたのだと言われてい
ます︒ ︵気象予報士・小説
家
チャーリー︶

水をくぐらせ
水を切る

自動車の修理業界

向けの専門書店

フタをして加熱する

を成し遂げます︒
そして︑多数の求婚者を打
ち負かした末に︑美女デイア
ネイラと結婚し︑しあわせな
生活を送ります︒それでもヘ
ラクレスはあるとき戦利品と
して連れ帰ったイオレという
少女に心を移します︒嫉妬し
たデイアネイラはヘラクレス
の上着に秘薬を染み込ませま
した︒その服を着たとたんヘ
ラクレスの体には秘薬がにじ
みこみ︑激しい苦しみに襲わ
れて︑周りにいたあるものや
そこにいた人々までもを海に
放り投げました︒ヘラクレス

別の容器に移し
塩を振る

(
電子レンジ料理研究家

2009年５月

星座になったギリシア神話
﹁ヘルクレス座﹂

そら豆の塩ゆで

電子レンジ簡単レシピ
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﹁ヘラクレス﹂というとどんなイメ 座になったギリシア神話の中の人
ージをお持ちでしょうか？ 強く賢 物です︒五月になると陽が沈んだ
い男性なのですよ︒ヘラクレスも星 ころから東の空で﹁ヘルクレス座
﹂と呼ばれる星座が見られるよう
になります︒︵星座では﹁ヘルク
レス﹂なのです︶あまり目立った
星はありませんが︑八十八個ある
星座の中で五番目に大きな星座で
す︒
さて︑ヘラクレスの父は好色家
で有名な大神ゼウス︑母はルクメ
ネという人間でした︒ゼウスの妻
のヘラは嫉妬深いことで有名で︑
特にゼウスが愛した人間の女性や
それが生んだ子どもに対しては非
常にひどいことをしました︒ヘラ
クレスもその例にもれず︑ミュケ
ーナイの国王エウリュステウスの
もとに仕え︑後に﹁ヘラクレスの
１２の仕事﹂と語り継がれる偉業

楽しい暮らし

手作り野菜.
com

http://www.t
ezukuriyasai.com
５月、春野菜が最盛期です。
無農薬・露地栽培、朝採り野菜の美味しさを実感
してください！

家庭菜園
自家消費農園

★おいしい手作り野菜を少量多種類（1０種類以上）、
いっぱいに入れてお送りします。新鮮情報も同梱！

５月は、話題の放し飼い鶏の有精卵を
12個、サービス同梱しています！

☆1600円

家庭菜園や自家消費農園では、有機肥料や無農薬など自然農法で、安全で美味しく身体
にいい野菜を手間隙かけて作っています。栽培者の多くはお年寄りや定年退職者です。
せっかく出来た野菜が、食べきれずに、立ち枯れたり、捨てられたりしています。食の
安全が叫ばれている現在昔に返り、日本で作られた野菜を日本国内で消費する、広い意
味での「地産地消」が必要です。インターネットの普及と宅配便網の整備で、これが可
能となりました。
当社では、栽培者と消費者をダイレクトに結び、「もったいない・安全安心・健康・美
味しい」をキーワードにした販売システムを構築しましたので、ご案内申し上げます。
★人参１ケースなど業務用も承っております。
★リフォーム会社が契約者にプレゼント用など販促品としても、採用されています。
★一人暮らしの親御さんへのプレゼントや一人暮らしの子供へのプレゼントなどにも重
宝されています。

七つのこだわり

（★商品代金の他、送料と代引き料がかかります。
・送料＝全国一律660円（1BOXにつき）*ただし、沖縄・北海道除く
・代引き料＝315円（1BOXにつき））

消費者

只今、
定期購入者
募集中！

１．安心・安全
・自然農法（有機肥料、ＥＭ農法、永田農法など）、無農薬野菜。日本産です。

２．季節
・全て、露地栽培なので、季節感のある野菜です。

３．丸ごと
・根付き（＊）、葉付きで収穫し、そのまま発送します。野菜を丸ごと使ってください。
・ニンジン、ダイコンなどの根菜類やネギなどは、プランターなどに土植えしておくと新鮮なまま
保存できます。（＊新芽野菜など一部の野菜は除く）

４．朝採り
・注文後発送まで３〜５日いただきます。栽培者と調整し、朝採り（＊）した野菜をその日のうちに直
送するためです。野菜は新鮮なほど甘みがあって美味しくいただけます。（＊イモ類など朝採り効果の
ない野菜は除く。一部前日午後採りあり。）

５．欠損・不ぞろい
・スーパーなどで売っている姿勢が良い野菜とは限りません。時には不ぞろいであったり、矮小で
あったり、一部虫や鳥が食べている野菜もあります。安全で安心な証拠ですから、あらかじめご了
承ください。

６．野趣
・季節によっては山野菜なども、（サービス）同梱する場合があります。季節を感じてください。

（有）日本ジャーナル社ＶＳ事業部

http://www.tezukuriyasai.com

〒414‑0001 静岡県伊東市宇佐美3629‑52
TEL 042‑563‑6961
FAX 042‑563‑0277 E‑mai
l at
eci
noue@gmai
l
.
com

７．情報公開
・栽培者および収穫農園の情報はできるだけ詳細にレポートして同封します。また、当該野菜のレ
シピなど関係情報も同梱します。出版社のメリットを活かし、栽培者と消費者との情報交換を密に
行います。

