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☆食事中には・・・煎茶やウーロン茶
がお勧め。これらのお茶は、消化を助
ける働きが強いです。
☆食後には・・・緑茶がお勧めです。
解毒を強化
し、胃熱を
収めます。
胃熱がある
と、食べて
も食べても
お腹が空き
ついつい食
べ過ぎて、
食毒を溜め
てしまいま
す。

☆朝一番のお茶は・・・冷え性や胃腸
の働きが悪く疲れやすい方なら、発酵
紅参茶や梅醤番茶をお勧めします。朝
一番は胃腸が目覚めていないので働き
も不十分
ですから、胃腸を温めて元気をつける
お茶を飲むことが大切なのです。この
ような方は朝はこれらのお茶と、麩菓
子（ふ～ちゃん）で十分です。
ふ～ちゃんは、ミネラルたっぷりの黒
砂糖を、麩にコーティングしたお菓子
で、岐阜県の名産品です。消化吸収も
よく、脳の働きを助けます。
またもしも、夕べは食べ過ぎて胃もた
れ気味・・・であればタンポポ茶（シ
ョーキＴ１）を飲んでください。

朝は解毒が高まる時間ですから、タ
ンポポ茶のみにして、排便を促しまし
ょう。
ストレスが溜まってイライラしたと
きは、コーヒーや紅茶よりも、緑茶や
ジャスミン茶をお勧めします。緑茶に
は、心熱をとり、焦り、不安、煩燥を
和らげる働きがあります。またジャス
ミン茶は、気の巡りをよくして、抑鬱
気分を和らげます。
ＴＰＯに合ったお茶を選んで、毎日
を楽しんでくださいね♪

（薬剤師、薬食同源アドバイザー
高田理恵）

（気象予報士 チャーリー）

歳時記では春の空は「霞」「おぼろ月」
といった季語も多く見られぼんやりとした
印象を持たれているようです。同様に「虹
」は夏の季語ですが、「春の虹」とするこ
とで、虹が見え始める時期として春の季語
になります。気象上では虹は一年中見られ
ても不思議ではないと
言ってしまうと身もフ
タもありませんね。
また霜については、
「霜降」という二十四
節季もあるように、そ
れだけでは秋の季語で
す。しかし、日射しが
あたたかくなり「別れ
霜」「忘れ霜」という
形で春の到来を喜ぶこ
とがあります。
とはいえ遅霜は農作
物の新芽を枯らせてし
まいます。また４月２
３日は霜の特異日で、
まだまだ油断はできな
い季節でもあります。
暦には出てきません
が、「桜」「花見」も
もちろん春の季語です。「おぼろ月夜」の
お花見は、女性的ななまめかしさを感じさ
せると言われています。
あたたかくして、春のはんなりとした夜
心おだやかに散りゆく桜を愛でたいものだ
と思います。

しあわせをもたらす春の季語

４月の二十四節季には、５日ごろ清明（せいめ
い）、２０日ごろ穀雨（こくう）があります。
清明では初候で「つばめが南からやって来る」
次候で「雁が北へ渡っていく」、末候では「雨の
あとに虹が出始める」と季節が移り変わりま
す。また穀雨では、初候「葦（あし）が芽を
吹き始め
る」、次
候「霜が
終わり稲
の苗が生
長する」
末候「牡
丹の花が
咲く」と
なってい
ます。
歳時記
によると
この中で
「つばめ
」は春の
季語で、
家の軒先
に巣を作
り害虫を食べてくれるので、しあわせをもた
らす鳥として大切にされています。「鳥雲に
入る」という季語もあり、これはまさしく「
雁」などの冬鳥が越冬を終えて日本を離れて
行くことを意味しています。
葦（蘆）は春に芽吹くので、「蘆の角（つ
の）」という表現で、春の季語とされていま
す。牡丹そのものはもう夏の季語で、「牡丹
の芽」という形で、牡丹などの「草の芽」が
芽吹き始めることで春の季語として用いられ
ます。
の神経伝達物質、甲状腺ホルモンの材料としても利用さ
れます。アドレナリンやドーパミンは、ともに脳内に働
きかけてやる気を起こさせる作用があります。
また、甲状腺ホルモンも代謝を活性化するホルモンで
すから、気分の塞ぎ込みが
ちなときにはオススメの食
材です。なお、甲状腺ホル
モンの合成には、チロシン
の他にヨウ素も必要ですの
で、ワカメなどのヨウ素の
多い食品と組み合わせて摂
取するとさらによいでしょ
う。
タケノコはシュウ酸やホ
モゲンチジン酸というアク
成分を含んでいますが、コ
メのとぎ汁や重曹水と煮る
ことによって除くことが出
来ます。ホモゲンチジン酸
はチロシンから酵素の働き
によって生成するものなの
で採取後すぐに過熱処理す
れば酵素が失活し、アク抜
きをしなくてもアクが回る
のを防ぐことができます。
一つ注意したいのは、タ
ケノコには仮性アレルゲン（アレルギー症状を誘発する
物質）であるアセチルコリンが含まれていますので、ア
レルギー体質の方が多食するのは避けた方がよいでしょ
う。
（医学博士 食品保健指導士 中本屋幸永）

勧めです。これらの
お茶は、お腹を温め
てこれから入ってく
る食事を受け入れる
準備をします。発酵
したお茶ですので、
腸内
の免疫も高まり食物
を血肉に変える働き
も強化します。 貧血
の方や、なかなか太
れない方にお勧めで
す。
また、同じ食前で
も、揚げ物や炒め物
などアブラの多い料
理の前には、プーア
ル茶をお飲みくださ
い。脂肪を溜めずに
洗い流してくれる働
きがありますよ。

お茶のＴＰＯ
私達の生活からはずせないものにお茶が
あります。食事のときのお茶は勿論、来客
時にはまず、お茶でおもてなし・・・。ち
ょっと一息・・ お
”茶しませんか？ ”
一日に何度もお茶タイムがありますね？
お茶は五臓に入り、私達の体のバランス
を保ってくれる素晴らしい働きをもってい
ます。
例えば
肝に入り・・・ほっと一息、気持ちを和ら
げる
心に入り・・・血流を良くする
脾に入り・・・消化を助ける
肺に入り・・・免疫力を高めて、風邪やイ
ンフルエンザを予防する
腎に入り・・・不安や緊張をとりのぞく、
尿の出をよくして解毒力を高める
など、嬉しい効果がいっぱいですね。
それではもう少し詳しく、ＴＰＯに合っ
たお茶をご紹介しましょう！
☆食前には・・・・ほうじ茶やお番茶がお
春といえば、山菜のシーズンですが、山菜の
なかでもスーパーなど入手しやすいのがタケノ
コですね。
タケノコは、低カロリーで食物繊維の豊富な
食品です
が、ビタ
ミン・ミ
ネラル類
なども適
度に含ま
れていま
す。タケ
ノコの栄
養成分の
特徴とし
ては、ア
ミノ酸の
チロシン
が大量に
含まれて
いるとい
うことが
あげられ
ます。タ
ケノコの
表面に白
い粉末が付着していることがよくありますが、
これは、水に溶けにくいチロシンが析出したも
のだといわれています。
チロシンは、体内でタンパク質の材料となる
だけではなく、アドレナリンやドーパミンなど

タケノコパワーでやる気まんまん！？
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先日、久々に、ある先輩と会食したの
ですが、その方は、何でも、最近ではボ
ランティアで外務省の留学希望者の審査
・選考などもやっておられるとのことで
した。
で、先日も、その
面接があったそうで
その折、前もって用
意された質問項目の
中に、「最近、あな
たが一番ショックだ
ったことは何ですか
？」というものがあ
ったそうです。する
と、ある若い女性が
「あのー、こんなこ
と言ってもいいので
しょうか・・・」と
少し戸惑った様子で
前置きした後、「長
いこと付き合ってき
た彼と別れたことで
す」と言ったとか。
その先輩は、それ
を聞いて、「『こん
なんじゃダメだ！』と思った」とのこと
でしたが、私は「そうでもないですよ」
と翻意をお願いしました。

肉食とタブー

かつて野村証券元会長であった奥村綱
雄という人は、若い人を見つけては「人
間は、若いうちに失恋とか落第とか、と
きには投獄といった、どん底の経験を味
わわないと
一人前には
ならないぞ
！」と言っ
ていたとい
います。
また、こ
の人は、戦
後、４５歳
の若さで野
村證券の社
長に就任し
た人なので
すが、この
とき、就任
挨拶として
電力の鬼と
呼ばれた老
財界人、松
永安左衛門
の元を颯爽
と訪ねたところ、逆に、「きみぃ、いや
しくも経営者たるもの、投獄・倒産・大
病３つのうち、２つを経験して一人前だ
のとほぼ同じなので豚を育てるのに
あまり向かない。
ヒンズー教の場合、インドの人た
ちは、牛を神聖な動物としつつ牛の
飼育にほとんどお金をかけない。そ
の牛の糞を無料の燃料にし、無料の
トラクターとして使用しているため
殺して食べるよりも、ギリギリ死ぬ
まで生かしておいたほうが、オトク
なのです。
また、東洋の宗教には、肉食や屠
殺をゲカレと考えるところがあり、
肉食を避けたり、屠殺する人を差別
したりする風習があります。 江戸時
代、日本で動物を解体するのは穢多
非人身分だし、韓国の済州島は牧場
があり、肉を扱う卑賤民として韓国
人から差別を受けている。日本の在
日朝鮮人には、済州島出身の人が多
いが、これは済州島が朝鮮戦争でひ
どい戦場になったことと、差別のた
め日本に逃げてきた人が大変多いた
めです。
かくのごとく、たかだか肉食ひと
つに注目してみても人間の営みとい
うのは非常におもしろいものです。
食文化研究家
巨椋修（おぐらおさむ）

という。僕はこのうち、投獄と倒産を経験した。君はい
くつ経験したのかね？」と言われ、悄然として帰ったと
いう話を聞いたことがあります。
失恋、落第、大病、投獄、倒産・・・、どれも好きこ
のんで経験したいものではありませんが、これらの体験
は、いやがうえにも人間を成長させるものではないでし
ょうか。まさに、「女子、三月見らざれば嘆息するも、
男子、三日見ざれば刮目せよ！」とはこういうことを言
うのでしょう。今の世の中、男女平等ですから、男子女
子というとらえ方ではなく、要は体験の内容という風に
捉えて頂ければいいかと・・・（嘆！）。
もっとも、失恋、落第というもののステータス（？）
は現代では随分下がったようにも思えます。この点で、
この定義を現代風に当てはめるなら、「失恋」ではなく
「離婚」でしょう・・・。その意味では、落第はむしろ
「リストラ」かと・・・。
それでも、この女性のように、こういった面接の場で
、それを口に出来るということは、周りの見解は別にし
て、本人的にはもの凄いショックだったのでしょうから
その意味では、素晴らしい体験であったでしょう。人間
、誰しも、痛み方は人それぞれですから。
それに何より、まだ、こういったうら若い女性に「大
病、投獄、倒産、離婚、リストラ」の経験を求めるのも
酷ではないかと・・・。
ちなみに私は、このうち、ようやく、２つ半を経験致し
ました。まだまだ、一人前にはほど遠いですね。
ところで、いくつお済みでしょうか、御同輩・・・。
（小説家 池田平太郎）

に殺したのなら、養豚業者の財産を奪う大犯
罪だと思うのですが、イエスたちにとって穢
れた豚を殺すのは、なんでもないことであっ
たのでしょう。 （たとえ他人の飼っている豚
でもね）
一方、ヒンズー教徒は牛を食べない。仏教
ヒンズー教の僧
侶や上級のカー
ストになると肉
食を避け、ジャ
イナ教徒は、肉
を食べない。
アフリカのあ
る民族は海辺や
川辺に住んでい
るにもかかわら
ず、 魚介類を
「おぞましいも
の」として食べ
ない民族もあり
ます。
イスラム教や
ヒンズー教の肉
食タブーは、家
畜を飼育すると
きのコストであ
る程度説明がつきます。つまり、イスラム教
やユダヤ教が生まれた砂漠や荒野は、豚が好
む水や森が少なく、豚の餌は人間の食べるも
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三日見ざれば
人が肉を食べるというのは、ライオンやチンパンジー
が肉を食べるのと、ちょっと違います。 人間には宗教
や民族によって『肉食のタ
ブー』があります。 食のタ
ブーというのは、「食べる
気もしないおぞましいもの
」ということで、どこの民
族でもあります。
例えば、日本人ならサル
やイヌを食べる気はしない
でしょう。
（昔の日本人はサルもイヌ
も食べてたけどね）世界的
に見ると、イスラム教徒、
ユダヤ教徒、一部のキリス
ト教徒は、豚肉を食べませ
ん。ユダヤ人とかは、豚を
非常に穢らわしいものを考
えていたようで、食べるど
ころか触ることも見ること
さえ嫌悪したりしておりま
した。
新約聖書にはイエスが、
他人の飼っていた豚２０００頭を殺すシーンが描かれて
いますが、イエスや弟子たちは、そのことにまったくと
いっていいほど、良心の呵責すら感じていない。 本当
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