今︑アメリカの金融危機により︑日本
経済は大変なことになってますが︑むし
ろ深刻なのがイギリスみたいですね︒せ
っかく招致したオリンピックも︑もう︑
それどころではないみたいですし︒
この点で︑先日︑世界三大投資家の一
人といわれるジム・ロジャーズという人
は︑﹁イギリスには何も売る物がないと
いうだけのことだ﹂と喝破したという話
を耳しました︒まあ元々︑金融立国を標
榜していた国ですから︑むべなるかなと
いう気もしますが︑そうは言っても︑今
回の金融危機前には日本でも﹁これから
は英米型の金融立国を目指すべきだ﹂と
いう声もあったわけで︑確かに︑日本の
金融はもっと雨風に晒した方が良いかと
は思いますが︑かといって︑やはり金融
立国にまで踏み込むのは如何なものかと
も思います︒
その上で︑かねてよりの私の持論に︑
﹁第三次産業とはエンジンオイルのよう
なもの︒少なすぎるとエンジンが焼き付
くが︑多すぎても不都合が生じる﹂とい
うのがあります︒さらに︑﹁国の経済力
が増すと︑ピストンに比してエンジンオ
イルが増える流れに加速度が付き︑それ
は途上国ほどその傾向が強いようにも思
える﹂・・・と続くのですが︑その意味
では︑今の日本は細ったピストン︵第二
次産業︶が多量のオイル︵第三次産業︶

の中で沈みかけているような状況であ
り︑健全だとは言えないように思いま
す︒
特にここ数年は世界中が﹁金で金を
生む﹂ことを指向する考えに突き進ん
でいたような気がしますので︑やはり
他国はどうあれ︑日本は﹁製造業が柱
である国家﹂だということを再認識す
る良い契機になっているのではないで
しょうか︒
私は昔︑前回のバブル崩壊の頃に︑
﹁大恐慌には成らないが小恐慌︑中恐
慌になる可能性はある﹂と︑言ったこ
とがあります︒これについては︑そう

不況の初期段階ですでに１９３０年代
と何ら変わりない︑﹁自分さえ良けれ
ばいい﹂を如実に行動で示してました
し︒その意味では︑結局︑国という物
の行動原理は１９世紀と何も変わって
ないんだな・・・ということを痛感さ
せられました︒
でも︑そもそも︑２１世紀というの
は︑元々︑キリスト教国の概念であり
あくまで幕を開けたのは欧米のみだと
考えれば辻褄は合うわけで︒つまり︑
世界の大半は︑まだ１９世紀 の<
中に
いると︒
︵小説家 池田平太郎︶

自動車の修理業界向けの専門書店

どのカフェインが緑茶には含ま そのような方はお昼を回ったらカフェ
れているのです︒とはいえカフ イン入りの飲み物は控え目にするなど
ェインは決して悪者という訳で 用心が必要︒また空腹時に大量に摂取
はなく︑脳に働く興奮作用でボ するのも胃を刺激しすぎて良くありま
ーっとする頭をスッキリさせる せんのでこちらも要注意です︒そんな
などのリフレッシュ効果がある 時のブレイクや水分補給には﹁焙じ茶
ことが知られています︒朝１杯 ﹂がおすすめ︒煎茶や番茶を炒って作
の熱いお茶やコーヒーで目覚め る焙じ茶は︑炒ることでカフェインが
が爽快になったという経験は誰 煎茶に比べてぐっと少なくなり︑また
しもあるのではないでしょうか その芳ばしい香りにもほっとする優し
︒
さが加わった親しみ易いお茶です︒
ただ先述の通り体質的にカフェ
市販の焙じ茶をお使いの時︑香りが
インに弱いという人には効果が 薄くなってきたと感じたらフライパン
強く出すぎてしまう事もあり︑ で軽く炒り直すと芳ばしさが甦ります
昼に飲んだお茶が夜の寝つきに ので是非お試しを︒炒りすぎると苦味
まで影響する場合があります︒ が出て風味を損ないますからご注意く
ださい︒スッキリ爽や
かが特徴のお煎茶と︑
ホッと安心の焙じ茶︑
場面ごとの使い分けで
豊かな日常茶飯が楽し
めます︒
︵日本茶インストラク
ター 現庵︶

ならなかったのは周知の通りで︑身の
不明を恥じるばかりですが︑ただ︑
﹁危機が先送りされてきた﹂という視
点に立てば︑必ずしも的はずれだった
ようには思えません︒むしろ︑大いに
計算違いがあったのが︑このとき﹁も
っとも︑各国も︑追いつめられれば我
が身可愛さの行動に走らないとも言え
ず︑大恐慌になる可能性が無いとも言
えない﹂と続けていたことです︒ ７
G
やサミットというものが︑これほどま
でに無力な物だとは思いませんでした
ねぇ︒
保護主義の高まりどころか︑各国︑

日本人の暮らしに欠かせない日本
茶には︑手軽に喉を潤す日常飲料と
しての実質的な働きの他︑特有の爽
やかな香りで日々の疲れが軽減され
たり︑お茶に含まれる重要成分であ
るカテキンの殺菌力が風邪や虫歯の
予防にも役立つなど︑様々な効果が
期待されています︒
日常に取り入れて頂きたい日本緑
茶ですが︑中にはお茶に含まれるカ
フェインの効果によって夜の寝つき
が悪くなる等の心配をお持ちの方も
いらっしゃるかもしれません︒カフ
ェインを含む飲料としてはコーヒー
が代名詞のようになっていますが︑
実はコーヒーと比較して劣らないほ
ではありません︒しかし昔の船
乗りたちは北斗七星を元に北極
星を探し︑北の方角を目指した
と言われています︒
また北極星は︑見ている緯度
によって見える高さが変わりま
す︒例えば北緯３０度の位置で
見ていると︑北極星も地上に対
して３０度の高さに見えます︒
赤道に近づくほど低くなり︑
南半球では見ることができませ
ん︒
北斗七星は星座でいうとおお
ぐま座の一部ですが︑北極星は
こぐま座を形作る７つの星のう
ちの１つです︒こぐま座には北
極星も含めて目立つ星はあまり
ありません︒しかし︑北斗七星
と北極星とのつながりを︑星の
呼び名にも関連づけているとこ
ろに︑昔の人々の暮らしがいか
に空と密着していたかを感じら
れます︒
︵気象予報士・小説家 チャー
リー︶
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春の大曲線を観よう
六月に入ると︑天頂に ﹁春の大曲線﹂と
呼ばれる明るい星の列が見られます︒頭の真
上を見上げ︑やや北には北斗七星があり︑そ

の曲線を天頂からさらに南へ延
ばした延長線上に明るい１等星
うしかい座のアルクトゥルスが
見られ︑さらに南へ伸ばすと︑
おとめ座のスピカという１等星
にたどり着きます︒これらを﹁
春の大曲線﹂と呼んでいます︒
中でも北斗七星は︑世界で八
十八個ある星座の中で︑北半球
では大昔から︑洋の東西を問わ
ずとても重視されてきた星座で
す︒
日本では︑これを﹁ひしゃく
星﹂と呼んでいたそうです︒北
斗七星はご存じのとおりひしゃ
くの形をしています︒ほぼ一年
中見ることができます︒ひしゃ
くの水を入れる部分の２つの星
つまり北斗七星の端の星の距離
を︑そのままの方向で５倍伸ば
したところに北極星を見つける
ことができるのです︒
北極星といえば︑一年中動か
ないと思われているかもしれま
せんが︑わずかに動いてはいま
す︒北極星はそれほど明るい星

ネットショップで気軽に買える

?

（てぶら）

チョークアート
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楽しい暮らし

節で切り離す

中の芯を
残すように
五角形に
皮をむく

調味液

２c
mの輪切り

とするため︑脾にかなりの
負担をかけてしまいます︒
食事の中身として︑全体の
５割を穀物︑３割をお野菜
２割をタンパク質やデザー
ト等に配分すると良いでし
ょう︒そして︑脾に負担を
かけないために︑よく噛む
ことが大切です︒
､
自分が︑胃腸が弱いと感
じておられる方は︑一度に
たくさん食べ過ぎず︑一日
何度かに分けて少量をいた
だいてください︒また︑お
腹がすいていないのに︑時
間がきたから仕方なく食べ
るのは止めて お､腹がすいて
からいただきましょう︒
脾気をより高めるために
はお腹を冷やさないこと︒
冷たい物を一気のみしたり
冷蔵庫から出した冷たい物
は︑そのまま食べず︑少な

作り方
① ウドは節で切り離し皮を厚くむく。
厚くむいた皮は｢ウド皮キンピラ」になりま
す。
ウドの風味と歯ごたえがたまりません。
② 皮をむいたウドを２ｃｍの輪切りにし１
時間以上酢水につけておく。山ウドはアクが
強いので酢水につける時間を長くしてくださ
い。
③ 酢水を十分 洗い流したウドを 容器に入れ
調味液をかけて さっと混ぜ、フタをしてレ
ンジ５００wで２分３０秒加熱する。加熱後
、さめるまでそのまま置いておく。
※加熱調理したものは温度が下がる時に味が
しみ込んでいきます。長時間加熱するより、
煮えたらそのまま温度が下がるまで常温で冷

酢

フタをして
加熱する
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(
電子レンジ料理研究家

くとも常温にして召し上がっ
てください︒
お野菜も生野菜よりも火を
加えて調理したものがお腹を
温めます︒お腹が温かいと︑
消化もよくなり︑正しい気が
効果的に生まれます︒
︵薬剤師︑薬食同源アドバイ
ザー 高田理恵︶

絵：吉田たつちか
酢水に
１時間以上
つける

気に関する養生法②
脾気を高める

材 料 （
３２・
３人分分）
ウド
＝1本
(山ウドでもOＫ）
酢水
・水 ３００ｃｃ
・酢 大さじ２
調味液
・出し汁(
濃い目）大さじ５
・しょう油 小さじ１
・塩
小さじ 1/
2

2009年6月

気は︑肺から吸う気と︑
先回︑肺気を高める養生法についてお
話しましたが︑今回は脾気を高めるお話 脾が食物を体に必要な精微
物質に変化させて作られま
です︒
すので︑肺の働きとともに
脾を強めることはとても大
切なことです︒
私達にとって最も消化し
やすく︑胃腸に負担がかか
らない食べ物は穀物です︒
正しい気を補うためには︑
ご飯はとても大切なんです
ね︒お菓子やジュース︑イ
ンスタント食品などでお腹
を満腹にすると︑正しい気
が作られません︒
また︑動物性のタンパク
質や油脂類は︑消化のため
に多くのエネルギーを必要

ウドの さっと煮

電子レンジ簡単レシピ
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手作り野菜.
com

http://www.t
ezukuriyasai.com
６月、夏野菜がたくさん出来てきます。
夏野菜は生食する場合が多く、無農薬・露地栽培
朝採り野菜の美味しさがより際立ちます！

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！

６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。

