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中国大返しは人間の欲を活用した秀吉の妙

の多くはこういう未来に展望が描けない低
所得の人たちだったわけで︑それだけに︑﹁秀
吉様が天下を獲る≒俺も殿様になれる＝結
婚も出来る︑家族も養える≒こんなのは一
生で一回あるかないかのチャンス﹂
・・・と︒
つ
まり︑秀吉軍の強さの秘密は人間の﹁欲﹂が
支えていたということであり︑逆に光秀ら
他の武将はその辺を活かしきれなかったと
いうことで︑改めて秀吉という人の人間心
理の洞察力の凄さがわかるでしょうか︒
︵小説家 池田平太郎︶

投稿歓迎！
無料掲載！

カビも嫌う︑即ちあらゆる生体には る
適応できない脂肪酸と言うことがで ３︐アレルギー︑アトピー︑喘息︑原因のわか
りにくい慢性湿疹に罹りやすくなる
きます︒
人間の体にはシス型の脂肪酸を代 ４︐不妊症の危険性が高まる
謝処理する酵素はありますが︑人工 ５︐アルツハイマー︑痴呆症︑老化促進︑加齢
的なトランス脂肪酸を代謝する酵素 臭の原因になる
はなく︑体の重要な構成成分にもな
り得ません︒
★トランス脂肪酸が多く含まれている食品と
代謝できないトランス脂肪酸を解 は？
毒処理しようとして︑肝機能は疲弊
し︑ビタミンやミネラルも大量に奪わ ケーキ︑クッキー︑クラッカー︑パイ︑クロワッ
れ︑生体のバランスを崩すばかりか︑ サン︑パン︑ポテトチップス︑ポップコーン︑え
未代謝の脂肪酸が遊離脂肪酸として びせんなど油で揚げたスナック菓子︑フライド
全身に回り︑他の重要な代謝にかか ポテト︑ドーナツ︑コロッケや唐揚げなどの揚げ
わる酵素の働きを阻害し︑脂肪酸毒 た総菜︑アイスクリーム︑乳製品︑洋菓子︑珈
として︑組織︑器官に障害を与えます︒琲フレッシュ︑生クリーム︑カレーなどのルゥー︑
シリアル︑肉の脂身︑加工牛乳︑加工チーズ︑
★トランス脂肪酸を多く摂ると？ 〜の素というような味付き調味料・・等
知らず知らずの内に口にしている︑多くの便
１︐善玉コレステロールが減少し︑悪 利な加工食品︵保存性のよいもの︶に含まれて
玉コレステロールが増え︑動脈硬化を います！！！
促進・・・高血圧︑糖尿病︑肝機能障害︑★★★海外では表示義務や含有量の制限がある
心疾患︑脳血管疾患の危険率が高ま のに︑我が国では未だに規制がありません！！！
る
意識を向けて︑摂りすぎに注意してくださ
２︐体に慢性的な炎症促進反応を起 い！！！自分の命を大切に︒︵︵薬剤師︑薬食同源
こすため︑発ガンが著しく促進され アドバイザー 高田理恵︶︶

キロ移動ですよ︒まだ︑疑問氷解とはいか
ないような気がします︒で︑ここで見過ご
せないのが秀吉軍の猛烈な戦意です︒
一般に１万石以上を大名というようで
中国大返し︒世界史的にも類例を見ないと言われるこの︑２００キロにも及ぶ敵前大反転攻勢作戦は常識では考えら
すが︑では︑１万石というのは現代の貨幣
れない要素を含んでいる︒
価値で幾らか？これは︑時代によっても大
まず︑絶えず生命の危険に晒 きっぱなしだったのでは︒
名家によっても違い︑また︑公務員初任給
一つには︑これは黒田官兵衛
されている戦場では︑敵前での
などない時代ですから︑米価なのか大工
後退はそれだけで恐怖心から潰 ︵如水︶というよりも︑おそらく
の手間賃なのかの換算基準によっても違
走に至ってしまう可能性もあり︑石田三成の手腕だろうと思いま
うわけですが︑大体︑ざっくり１万石＝年
為に︑羽柴︵豊臣︶秀吉は自軍に すが︑鎧や刀槍などの武具はす
収１〜１０億円だと︒
﹁敗走﹂ではなく﹁転進﹂だという べて置いて裸になって走れ！と
こういうと︑底上げされた数字のよう
ことを明示する意味から︑敵将・ いうこともあったようですし︑ま
に思えますが私の母方の祖先は福岡藩の
清水宗治を衆目の中で自害さ た︑当時は﹁歩く﹂という行為が
下級武士で５石３人扶持・・
・ですから年
せ︑その上で部隊に撤退開始を 現代より遥かに身近だったとい
収１００万円以下︒しかも︑これより下が
うこともあったのでしょう︒
指示︒
まだいるわけで︑封建社会が如何に貧富
現代ならば﹁岡山から京都ま
自身は遅れて︑毛利との和睦
の差が激しかったかということがわかる
を確認した６日１４時より移 で歩いて来た﹂と聞けばびっくり
かと︒
動を開始し︑途中︑休養日など でも︑当時の人は他に移動手段
当然︑この年収では生活していけなか
はあったものの７日後の１３日 がないわけで︑﹁だって︑馬なんて
ったはず︒︵ちなみに︑時代劇に出てくる
には２００キロ先の山崎にて明 持てる身分ではないし﹂と不思
江戸の同心や与力というのは足軽身分で
つ
智光秀の軍を撃破︑特に︑最初の 議そうな顔で答えたのでは︒
すから︑彼らの本来の年収も似たような
休憩地・沼城から７０キロ先の まり︑歩くということは現代人
もので︑実際には役得などの副収入に頼
が呼吸するのと同じくらい当た
拠点姫路までは豪雨の中を丸
1
っていたとか︒︶
り前のことだったわけですね︒
日で走破しています︒
つまり︑秀吉に従っていた末端の兵士ら
でも︑それでも１日平均４０
おそらく兵士らは２４時間歩

健康長寿を目指すために︑トランス脂肪酸の摂りすぎに意識を向け
ていただきたいと思います︒
は︑植物から油を抽出する際に生成
されたり︑植物油に︑水素を添加し
て固め︑
マーガリン
やショート
ニングを製
造する際に
生成されま
す︒
この人工
的なトラン
ス脂肪酸
は︑酸化さ
れにくく︑
保存性がよ
いために︑
多くの加工
食品に用い
られていま
すが︑保存
性が効く＝
虫も食わな
い︑細菌も
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デジカメ時代の現代俳句

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。
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電子ブック化代行します！

★トランス脂肪酸とは何か？
脂肪酸は︑炭素︑
水素︑酸素がつな
がってできています
が︑不飽和脂肪酸に
含まれる脂肪酸に
は︑二重結合の炭素
があり︑それにつく
水素の向きで︑トラ
ンス型とシス型に分
かれます︒
トランス型は︑水素
の向きが互い違い︑
シス型は水素の付き
方が同じ向きになっ
ており︑天然の植物
油や魚油に含まれる
不飽和脂肪酸は︑シ
ス型で︑トランス型
は含まれていませ
ん︒
トランス脂肪酸

トランス脂肪酸の毒
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ていますので栄養満天！美容効果もバツグンで︑さらに
がんや血栓︑骨粗しょう症予防︑肝臓の働きを助けコレ
ステロール低下効果まであるというからオドロキです︒

● お金持ちほど野菜を食べているのだ！

年収と野菜摂取量

２０１２年の新聞記事にこうあります︒低所得者ほ
ど生活習慣に問題＝野菜食べず︑運動しない ―
初調査で
判明・厚労省︵ 2012/1/31
︑時事通信︶世帯所得が年２０
０万円に満たない人は︑比較的高い収入のある人に比べ
て野菜を食べる量が少なかったり︑運動の習慣がなかっ
たりと︑生活に問題がある傾向があることが︑厚生労働
省が公表した国民健康・栄養調査で分かった︒

●

いまや貧乏人は野菜を食べず︑運動もせず︑ぶくぶく
と太る時代なのです︒そしてお金持ちほど野菜をたく
さん食べ︑運動していてスマート！
野菜は体にいいとわかっていても︑野菜は高いし料理
はメンドくさいと思っているアナタ！美容と健康のた
めにも︑ちょっとだけ一手間かけて野菜を摂りましょう
ね︒
︵食文化研究家 巨椋修︵おぐらおさむ︶︶

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！

健康長寿研究所
http://kenken.vc/

ふくれるので満腹感を感じやすくダイエ
野菜嫌いな人が増えているとのこと︒でも︑野菜を食べないとあまりいいことはありません︒というこ
ット効果バツグン！ ビタミン︑ミネラ
とで︑今回は野菜のお話しです︒
えばせいぜい大根や︑薬味としてのネギやワサビくら ル︑不足しがちな鉄分やカルシウムが入っ
● ﹃菜﹄とはオカズのこと
い︒後は胡瓜くらいでしょうか︒なぜ生野菜を食べなか
﹃酒の肴﹄のサカナ︒このサカナは元々﹃酒菜﹄と書き ったのかというと︑ひとつの説として︑日本独特の肥料
ました︒こう書くと﹁昔の日本人は酒を飲むとき︑魚よ こやしが︑人糞でできているからではないかといわれ
りも菜っ葉をツマミにしていたのか﹂と︑思う人もいる ています︒人糞を肥料としていたため︑昭和中期くら
かも知れません︒ところがさにあらず︒﹃菜﹄とは︑オカ いまでは︑野菜を洗う洗剤が売られていました︒人糞
ズ︑
つまり副食物の総称だったのです︒
を肥やしとして使っていたため︑日本人の寄生虫感染
ですから︑お酒を飲むときのツマミは﹃酒菜︵さか
率は全国平均で６３％もあったのです︒
な︶﹄となります︒
● 日本人は世界でもめずらしい
オカズの総称ですから︑肉も魚も野菜も﹃菜﹄といい
藻を食べる民族なのだ！
ました︒鳥取地方などでは︑
いまでもオカズのことを
﹃お菜︵おさい︶﹄といいます︒
日本人は世界でもめずらしい藻を食べる民族とい
平安時代︑オカズの主役は魚で﹃真菜︵まな︶﹄といい えば︑多くの人は﹁え？ 藻なんて食べないよ﹂という
ました︒
一方︑野菜は地位が低く﹃粗菜︵そな︶
﹄と呼ば かも知れません︒アオサ︑アオノリ︑コンブ︑ワカメ︑ヒ
れていました︒ここらへんは現在の食卓でも︑オカズ ジキ︑モズク︑アサクサノリ︑テングサなどの海の野菜
の主役は肉か魚で野菜は脇役であるのと同じですね︒
は
︑
海藻と書くように︑藻の種類に入ります︒
欧米で海藻を食べるのはスコットランドとアイルラ
● 日本に生野菜を食べる習慣がなかった？
ンドくらいで︑世界的にも海藻類を食べる民族はあま
りいません︒日本では︑彩りがよく健康にもいいとい
うことで︑好んで食べる海藻なんですけどねえ︒
海藻の健康効果としては︑低カロリーで食物繊維が
たっぷり入っていますし︑海藻類はお腹の中に入ると

自動車修理専門書籍の購入はネットが便利！

現在︑野菜料理といえばサラダですが︑実は江戸時
代以前の日本には︑ほとんど生野菜を食べる習慣があ
りませんでした︒昔の日本人が食べていた生野菜とい

未来授業〜明日の日本人たちへ﹂だ︒日本が世界に誇る各界の﹁知の
VAL
巨人﹂﹁次世代の知のフロントランナー﹂を講師に迎え︑未来の日本人たち
へ送るアカデミックな授業をタダで受講できる︒
どの講師の授業もすばらしかったが︑青山学院大学教授で分子生物学
者の福岡伸一さんの講義が斬新で示唆に富んだ内容で︑特に感銘を受け
た︒彼は生命の定義に動的平衡という概念を提示して︑﹁生命とは動的平
衡にある流れである﹂とした︒生物というのは平衡が崩れると︑その事態
に対してリアクション
︵反応︶を起こすものであると
し︑研究者が意図的に遺伝子を欠損させたマウスの実
験結果なども踏まえて︑従来の生命の定義の設問には
見落としがある︒見落としているのは時間だとし︑生
命を機械に譬えるのは無理があるとする︒
そして︑細胞は常に入れ替わっているから︑薬が効
くのだという指摘に合点がいった︒
口から入った薬が
足先の痛みになぜ効くのか疑問に思っていたことが氷
解した︒先日︑
一年ぶりに︑足先が腫れ︑通風が再発し
て歩行困難になった︒通風がなおったと一人合点して︑
薬の代わりにビールを飲んでいたのが悪かったよう
だ︒
一年ぶりに再会した整形外科の先生は笑いながら
﹁まず腫れがひいてから血液検査をして︑治療を再開
しましょう︒
﹂といい︑腫れを和らげる薬だけをいただ
いて帰った︒
薬に書いてあった説明書には﹁痛みや炎症を抑える
薬です︒病気そのものを治すのではなく︑病気による
いろいろな症状や苦痛を和らげる薬です︒
﹂とあった︒
われわれの体を形づくっている６０兆の細胞は一定の
速度で入れ替わっているという︒お酒に関係のある肝臓は約１ケ月でそ
の９６％の部分が入れ替わるそうだ︒そんなわけで︑今度は医者と薬を
信じてみよう︒
︵ジャーナリスト 井上勝彦︶

http://tebra.jp
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未来授業
最近テレビが面白くないという人が多くいる︒お笑いタレン
ト等を多数登場させて彼らが騒いで楽しんでいるのであって視
聴者を蚊帳の外に置いているのがいやだとか︑どのチャンネル
に変えても似たり寄ったりの内容だと
いうのが決まり文句の批判だ︒テレビ
ショッピングがやたらと多いのも目立
つ︒新聞も同様で︑やたらと通販の広
告が目立つ︒
テレビも新聞も売り上げが落ち込
んでいるのが最大の要因だ︒２０１３
年にはついに新聞とインターネットの
広告費が逆転した︒これは︑日本だけ
でなく世界的な傾向であり︑元にもど
ることはあるまい︒特に︑将来︑人口比
で主流を占める若者層のテレビ離れ︑
新聞離れは深刻だ︒
そういえば小生もテレビの前に座っ
ている時間は年々少なくなっている︒
テレビの前に座っても︑ネット経由で
などで映画を見ていることの方
hulu
が多い︒そんな中︑先日︑おもしろいサ
イトを発見した︒ www.ted.com
という
スピーチ番組と Podcast
というチャンネ
ルだ︒なにがいいかというと︑第一にタ
ダだということ︑次に︑好きなものを好きな時間に見れる︵ある
いは聞ける︶のがいい︒後者の番組で︑特にお勧めは﹁ FM FESTI-

http://atec.heteml.jp/wdg/

野菜のお話し

