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夏バテになったらこれを食え！！
毎日暑いですねえ、みなさんは夏バテとか大丈夫ですか？現在の夏バテは昔の夏バテと違っ
て、冷房というありがたい文明の利器によって引き起こされてしまう場合が多いんです。

●夏バテの原因って？

のは、あまりオススメしません
が、水分をちゃんと摂らない
と、脱水症状を起こしたり、熱
中症の危険がありますので水分
はこまめに補給してください
ね。

●夏バテ対策はコレだ！
夏バテになったら、あるいは
なる前に、ぜひ実行してほしい
方法があります。
１、冷たいものを摂り過ぎるべ
からず！
暑いからと、冷たい冷たいビ
ールやアイスクリーム、清涼飲
料水などを摂り過ぎると、当然
胃腸は疲れてきます。
さらに冷たいお蕎麦、そうめ
んや冷麦、冷やし中華などな
ど、冷たい食べ物ばかりだと、
栄養が偏りがちになるもの。
冷たいものはほどほどにし
て、暑いときこそ熱い食べ物を

摂ってはいかがでしょう。

物は、胃腸に刺激を与えて食欲を増進
してくれるからです。
さらにスパイシーなものを食べる
と、汗が出ますよね、これはスパイシ
ーなものを食べると体温が上がりま
す。
上がった体温を下げるために汗が出
ます。
汗が蒸発するときに、体温を奪いま
すので、涼しくなるという知恵なんで
す。
だからといって、あまり刺激の強い
ものを食べ過ぎて、かえって胃腸を痛
めることなどないようご用心ご用心。

●スバリ！ 夏にオススメの料理
はコレだ！

http://kenken.vc/?cat=30

たらこんどは外出。
これを繰り返していると、
だんだんと疲れてくるのは当
たり前のこと。その疲れが、
やがてダルさや、頭痛、食欲
不振となってあらわれてきま
す。
さらに、暑さによる水分不
足で疲れ、その水分不足を補
おうと、水分をガブガブの飲
んでしまい胃腸が冷えてしま
ったり、食欲不振となったり
もします。寝苦しさから睡眠
不足にもなりやすく、これら
が夏バテの原因となります。
ただし、気をつけないとい
けないのは、水分不足による
熱中症。
清涼飲料水をガブガブ飲む
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さて、これらの食材をまとめると、
どんな料理が思い浮かぶでしょうか？
そう、カレーライス。
カレーはいまや日本人の国民食とい
ってもいいほどの人気料理。日本人は
週に一回はカレーを食べているそうで
す。
それくらい日本人に愛されているカ
レーですし、せっかくの夏ですから、
夏野菜をたっぷり入れたカレーなんて
いかがでしょう。
カレーに合う夏野菜といえば、ナ
ス、トマト、ピーマン、ゴーヤ、意外
なところではキュウリなんかも合いま
すよ。
カレーに入れるお肉は、牛でも鶏で
倍もビタミ
もいいのですが、牛肉の 10
ンＢ１が含まれている豚肉を入れたポ
ーク夏野菜カレーは理想的と言えるか
も知れませんね。

（文：食文化研究家
む））
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３、スパイ
シーな食べ
物もオスス
メ！
熱帯など
暑い国で
は、香辛料
が効いた食
べ物をよく
食べますよ
ね。スパイ
シーな食べ
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毎日暑いですねえ、みなさん
は夏バテとか大丈夫ですか？
現在の夏バテは昔の夏バテと
違って、冷房というありがた
い文明の利器によって引き起
こされてしまう場合が多いん
です。
暑いと汗が出て、体はその
暑さに対応しようとしますよ
ね、それが室内に入ると冷房
により、よく冷えた空気が
我々を迎え入れてくれます。
これは実に気持ちがいいの
ですが、体のほうは暑さに対
して、適応しようとがんばっ
ていたところ、今度は冷えに
対応しなければなりません。
と、やっと体が冷房に慣れ
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２、たんぱく質とビタミン・ミ
ネラルを摂るべし！
現代人はどうしてもたんぱく
質やビタミン・ミネラルが不足
しがち。特に夏場は、そうめん
のような炭水化物のみの食事が
多くなり、ますます栄養が偏り
がちなのです。
夏こそ、ビタミン・ミネラル
がたくさん入った緑黄色野菜を
食べ、たんぱく質が豊富なお肉
やお魚、豆類などを摂りたいも
の。
ビールを飲むときなど、ツマ
ミにはエダマメがオススメ。エ
ダマメにはタンパク質、ビタミ
ンＢ１、ビタミンＢ２、カルシ
ウム、食物繊維を多く含んでい
ますからね。
暑くてどうしても、そうめん
など冷たいもの以外食べたくな
いなんていうときは、冷やしト
マトや冷奴などで、ビタミンや
たんぱく質
を補給して
ください。

今話題の電子ブック化を安価にて制作代行します。
・制作した電子ブックは貴社のＨＰに簡単にアップで
きます。
・パソコン、ipad,iphon,Andoroid 端末で閲覧可能化で
す。
・本を開くような感覚が魅力で、好まれています。

もやもや病は、なんらかの理由で脳の血流が低下しており、内頸動
脈終末部が狭窄、閉塞することにより生じます。

２，階段をかけあがる、息があが
るほどの運動、フーフー熱いもの
を冷ます、管楽器など必要以上の
呼吸を強いられるものは避けてく
ださい。
３，精神的に焦り、パニッ
クに陥らないよう、いつも
心にゆとりをもち、リラッ
クスします。発作が出たと
きは、炭酸を飲む、マスク
をするなどで、二酸化炭素
の分圧を上げます。
４，甘いもの、油ものの料
理を避けて、和食をベース
にします。
漢方養生としては、
１，脳の血流をよくする、
自律神経を安定させ心配事
やパニックを防止する、新
ノーゲン
２，血管のおけつを取り除
く循環元の併用をお勧めし
ます。（薬剤師、薬食同源
アドバイザー 高田理恵）
（薬剤師、薬食同源アドバイザー
高田理恵）

電子ブック化代行します！
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血流が悪くなると、血管はバイ
パスを作り、虚血を防ごうとする
わけですが、できた血管は脆く細
いために、圧力がかかることによ
り、破れたり、微小梗塞を起こす
可能性があるというものです。
原因はいろいろとあるのです

が、脳の血流をよくすることが最
も大切。そして、微小梗塞に対し
ては、循環元などの駆おけつ薬を
使ってゆくとよいです。
基本的な養生として
１，睡眠不足を避ける・・・睡眠
は血管内の
解毒の時間
でもありま
す。くよく
よ考えた
り、夢が多
い、熟睡で
きな
い・・・等
の場合は血
虚により熟
睡できな
い、虚血し
やすく詰ま
りやす
い・・・等
のことが考
えられます
ので、養血
の養生も大
切。

もやもや病
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家飲みでは、なぜ、酒が進まないのだろうか？

つい、ラストまで居座ることになる。
そんなわけで家飲みでも、おいしく飲める情報
を探していたが、いいのが２つあったので、紹
介したい。
一つは、先日、カーラジオで聞いた「おいし
く飲めるハイボールの作り方」だ。さっそく試
してみると、確かに旨い。そして、特別な道具
はいらない。ウイスキーをボトルごと冷凍庫に
入れて冷やし、きれいに洗ったグラスも冷凍庫
に入れて冷やしておく。ウイスキーをグラスに
入れて、炭酸水を一気に注ぐだけ。氷は入れな
い。実は、この方法は、新しいものではなく、
冷蔵庫のなかった時代に行われていた方法だと
いう。ここで、注意が必要なのは、炭酸水の鮮
度だ。ペットボトルに入っていて、使い残した
ものはダメ。できれば、使いきりできる１００
ミリリットル入りの缶入り炭酸水がおすすめ。
なお、ウイスキーと炭酸水の割合は１対３が
基準。自分の好みで微調整するとよい。
次に紹介するのは、缶ビールで、生ビールの
味が味わえるグッツだ。生ビールのポイントは
泡にあり。コップに注いだビールをいかに、細
かでクリーミーな泡でカバーできるかが課題だ。
超音波の振動によってこの泡フタ効果を簡単に
実現できるハンディビアサーバー「コク泡」

（ 2,680
円）が宅配便で届いた。
早速使ってみる。いつも飲んでいるアサヒスー
パードライの 350
ミリリットル缶のフタを開けて
このサーバに取り付けて、ビールを注ぐ、コップ
の７割ぐらいになったら、サーバーのレバー上げ
ると、スイッチが入り、細かな泡に代わって注が
れる。見た目もおいしそうだし、実際に旨い。と
いうより、やや苦味が感じられてビール本来の味
がする。いろいろな缶ビールで試して、このサー
バーに最もフィットする缶ビールを見つけてみた
い。

家飲みも良いが、ストレスを溜めるのも健康に悪いそ
うなので、たまには外飲みでストレスを発散させること
も必要だ。
「酒煙草 やらぬ間抜けが ストレスで 長く患う 例
もありけり」（青村豆十郎）
それにしても、最近のスナック（特に田舎の）の多く
は、老人クラブ化している。そのせいか、私の知ってい
る限りでもこの５年間に３人の若いママが介護分野に転
職した。老人看護という観点でみるならば、スナックで
も、老人介護施設でもやっていることは、同じようなも
のなのかもしれない。 （ジャーナリスト 井上勝彦）

った西郷隆盛を抜擢したわけでしょうが、斉彬が、もし
メールという手段を持っていれば、西郷の発掘ももっと
容易だったでしょうし、あるいは複数の西郷を発掘でき
ていたかもしれません。
現代でも、現場社員や、アルバイト・派遣社員の中に
も、意外な人材がいるかもしれないわけですし、そう考
えれば可能性を探るという意味でも、また、現場の活性
化という点でも、現
代の情報技術革新と
いう物は何とも利用
価値の高い物ではな
いでしょうか。
何より、上申書だ
とトップの元に来る
前に都合の悪いこと
が書いてある物は削
除されてしまうかも
しれず、また、名前
が出ることで具申者
は重役に睨まれる可
能性もあるわけです
が、メールだと誰か
らどういう意見が来
ているかは基本的にトップと具申者しかわからないわけ
です。つまり、「意見があればメールでどんどん送って
こい。私のアドレスはこれだ！た
とえどんな内容であっても個人を
誹謗するものでない限り受け付け
るし、秘密も守る！」と言ってお
けば、末端の社員が何を考えてい
るかばかりか、社内世論の動向も
わかるし、逆にトップイズムも直
接聞かせて浸透させることもでき
るでしょう。もっとも、結局はど
この会社も人材の登用こそがカギ
だ！とか、わかったようなこと言
ってるくせに、意外に自社の末端
からは発掘しようとは思わないも
ののようで、その辺の偏見こそが
問題なのでしょうが。
（小説家 池田平太郎）

メールで西郷隆盛を発掘！？

もはや否定しようが
ないところで、特
に、大企業などの組
織が大きい所はも
う、今では上司への
報告などはもとよ
り、社内報などもメ
ールで配信されたり
していたりするんだ
ろうと思いますが、
私が言いたいのはそ
ういうことではな
く、使いようによっ
てはこれまでにない
革新的なツールにな
る・・・ということ
です。それ、すなわ
ち、「メールという
ものは中間管理職を
通さずに誰でもトッ
プに直接意見が言え
る」ということです
ね。
この点で、かつて
幕末の薩摩藩主にし
て、名君として知ら
れる島津斉彬は、藩
士全員から希望者に
は意見書を提出さ
せ、お目見得以上で
は末端に近い身分だ

最近、つくづく思うのですが、この１０年ほ
どで、本当に人とのやりとりがメールばかりに
なってしまい、すっかり手紙を書かなくなって
いるんですよね。その結果、ふと気づいたら、
手紙どころか、以前は書けていた漢字が結構、
書けなくなってしまっているんですよ。考えて
みれば、パソコンだと勝手に漢字に変換はして
くれは注釈も説明も出してくれるわで・・・。
まあ、そんなことしてれば、書けなくなるのも
当然といえば当然ですよね。
ただ、その一方でメールの利便性については

買うのがお得。ランタンやＬＥＤ懐中電灯、ステレオヘッ
ドフォンなどの小物家電製品もじゅうぶん役に立って１０
０円とお得なものが多い。次に、スーパーで買えば１３０
～１４０円はする食品。ブランドもののカップ麺やお菓
子・スナック類、おいしいのに宣伝力に欠けあんまり売れ
なかったインスタント食品など、いろいろである。
逆によく探せばスーパーやドラッグストアーで１００円を
切って売ってる食品も多いので要注意である。認め印も百均
で買うに限る。百均屋で買わない方がいい
と筆者が思う物の代表格は洗濯用洗剤・食
器用洗剤・風呂用洗剤等の化学洗剤類なら
びにシャンプー・ヘアコンディショナー・
ボディソープなどの化学石鹸類である。こ
れらは１００円という値段の価値にまでそ
の品質と量目が達していない場合が多い。
むしろドラッグ・ストアーで探した方がお
得な商品に出会える可能性が高いと言え
る。ただし男性用のシェービング・フォー
ムやシェービング・ジェルに関しては質量
ともに侮れない商品が百均にあるので念の
ため。
いずれにしても「たかが百均、されど百
均」で、もしも百均屋がみんな消えて無く
なってしまったら・・・なんて考えると、
それはそれで怖ろしい。「給料日前に子ど
もの学校であれが要る」みたいなときに困
る。百均屋は今や私たち庶民の暮らしと切
っても切り離せない存在になったことだけ
は間違いない。
エ(ッセイスト 鈴木かつよし )

健康長寿研究所
http://kenken.vc/

２年前に、整形外科医から通風と診断され、
しばらく、クスリを飲み、定期的に血液検査を
してもらったが、その後、通風の症状が現れな
いので、定期的な通院はやめ、クスリもやめて
いる。
生活習慣を改め、外飲みを少なくして、家飲
みが通常になってきた。しばらくは、通風に悪
いというビールをやめて、自家製の果実酒を炭
酸水で割って飲んでいたが、最近ビールやウイ
スキーも
飲み始め
ている。
外飲み
では、生
来の意地
汚さが災
いして、
つい、深酒
になってし
まう。
若いとき
と違って
さすがに
はしご酒
はなくな
ったが、

ＯＥＣＤの発表によると、わが国の相対的貧困率はＯＥＣＤ加
盟国中、第２位になったそうだ。相対的貧困率とは、国民を所得
の順番に整列させたとして真ん中
の順位の人の所得の半分以下しか
所得がない人がどれだけいるかを
表した数値である。かつて生活雑
貨の卸売会社を経営し何社もの百
均 １(００円均一ショップ 企)業に商
品を納入してきた筆者
は、「百均屋さんがあるから私た
ちは何とか生活していけている」
というお客さんの声をよく耳にし
た。ＯＥＣＤの発表を見ればそう
いった声が正直な庶民の声だった
ことがわかる。
そこでかつての専門家の目で見
た「百均で買う方が得なもの」と
「百均で買うとかえって損するも
の」をみなさんにご紹介するの
で、家計の一助に参考にしていた
だけたら嬉しい。まず、百均屋で
買うことをお奨めしたいのが乾電池。「百均屋の乾電池は粗悪品
が多い」という人もいるが、そのロス分を差し引いても百均屋で

健康で元気に長生きする情報を
紹介・共有するサイト誕生！

家飲みを楽しく

たかが百均︑されど百均
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