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２０１３年１２月︑
ユネスコ
︵国連教育科学文化機関︶の世界無形文化財として︑
日本の食文
化である﹃和食﹄が登録されました︒なぜこの和食が世界無形文化遺産になったかというと︑
単純に和食は素晴らしいというだけではなく﹁このままでは︑和食は廃れてしまう﹂﹁保護し
なければいけない﹂と思う人がたくさんいたから世界無形文化遺産などという仰々しいもの
に登録されたわけです︒

廃れつつある和食

勃興する者の勇気

和食に入れてもいいと思う︼です︒
ハッキリしなくてすみません︒実は世界無形文
化遺産の和食には︑
ハッキリとした定義がないん
です︒

万一︑長州藩がこれを放置し︑たとえ一時的にでも山口が陥落するよ
うなことになれば︑それこそ満天下に幕府軍優勢を知らしめること
の最高のアピールになるわけで︑そうなれば日和見を続けている諸藩
も﹁これはいかん︒戦後︑お咎めがあるぞ﹂ということになって各戦線
で奮起したでしょうから︑どちらに転んでも幕府有利に展
開したはずです︒
それに︑そもそも︑大島に攻めこむという時点で腰が引け
ている証拠ですよ︒正面玄関からご丁寧に一つ一つ行くの
が正攻法というかもしれませんが︑そんな連中はとかく︑
﹁相手は我々の大軍を見たらそれだけで降伏してくるだ
ろう︒してくるんじゃないか︒してきたら良いな﹂という希
望的観測に満ち満ちているもので︑本音を言えば︑自分た
ちが大島を攻めている間に戦争が終わってくれたらいい
な・・・だったでしょう︒この点を如実に表すのが︑現地視察
に行った新撰組局長・近藤勇の﹁幕軍の士気は緩みきって
おり戦えば必ず負ける﹂というレポートだったでしょう
か︒
もっとも︑幕府艦隊あくまで付属品という認識で︑あるい
は広島方面軍の指揮下にあって自由な裁量などなかった
のかもしれませんが︑でももし︑幕軍に高杉晋作ありせば
司令部の意向などどこ吹く風で一気に敵中枢に斬り込ん
だようにも思えます︒
これは一歩間違えれば軍部の暴走ということにも繋がる
大変危険な考え方ですが︑
一方で︑プロシアの名参謀・クラ
ウゼヴィッツという人は﹁勝利の女神は女の神だから大人
の円熟した愛より若者の乱暴な愛に惹かれる﹂というこ
とを言っています︒まあ︑結局︑それが上手く行くというのが勃興期な
んでしょうが︑その根底にあるのは﹁勇気﹂というものなのかもしれま
せん︒
︵小説家 池田平太郎︶

わたしたちは和食と聞くとどんな料理を
想像するでしょうか？
旅館や料亭で食べるような懐石料理でし
ょうか？
外国人にも人気のスシ︑テンプラ︑スキヤ
キでしょうか？
もちろん懐石料理もスシ︑テンプラ︑スキ
ヤキといった料理は和食の一つです︒
では︑ラーメンやカレーライスといった外
国から入ってきた料理︑
いわゆる洋食は和食
に入るのでしょうか？
さて︑皆さんはどう思います？
答えは︑︻もしここでいう和食が︑
ユネスコ
の世界無形文化遺産に登録された﹁和食﹂で
あるとすれば︑よくわからないけど︑たぶん

ラーメンやカレーは和食なの？

慶応２年︵１８６６︶︑幕府艦隊の周防大島砲撃に始まる第二
次長州征伐︒その際︑フランス公使ロッシュは幕府軍に対し︑﹁大島
ではなく︑小倉から一気に下関を攻略することを進言した﹂とか︒
今まで︑﹁戦争勃発後︑幕府海軍は
先制攻撃を仕掛けて周防大島に
上陸し︑島民にかなり酷いことを
したけど︑長州の風雲児・高杉晋
作率いるオテントサマ丸︵丙寅丸︶
の奇襲を受け︑狼狽えて同士討ち
をやって大損害を出して奪回さ
れた﹂
・
・
・という程度の認識はあっ
たのですが︑今更ながらに改めて
大島の位置を確認してみたとこ
ろ︑私も幕府海軍が長州征伐の最
初の攻略地に大島を選んだことに
は少なからず疑問を持ちました
ね︒ただ︑むしろ︑私ならロッシュの
言う西からの下関攻略よりもむ
しろ︑東から大島沖を素通りして
一気に長州の脇腹︑三田尻︵防府
市︶を攻略し︑そのまま陸戦隊を
上陸させて事実上の藩都・山口を
衝く構えを見せます︒
実際に攻めこまなくても一時的に
上陸させて﹁攻めこむぞ！﹂という
構えを見せるだけでも十分で︑も
し︑藩都が危険に晒されるとなれば長州藩の各戦線は大いに動揺
するでしょうしどこかの戦線から兵力を引き揚げてこれに備え
るとなれば少なくともその方面での幕府軍は有利に戦えたはず︒

また和食の特徴としては︑各地の食材や
素材を生かす調理技術や道具を使うこと︒
一汁三菜を基本とするスタイルは栄養バ
ランスに優れており︑﹁うま味﹂を上手に使う
ことによって動物性油脂の少ない食生活を
実現し︑日本人の長寿︑肥満防止に役立って
いること︒
四季折々の自然を料理や器で表現した
り︑年中行事との関係や︑家族と食事を共に
することで︑家族や仲間との絆を強めてき
たことなどがあり︑これらの特徴も︑文化財
になった理由の一つだといいます︒
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そしていわゆる洋食というのは︑明治以降外国から入
ってきた料理や食べ物︒これら洋食たちは︑
いまやれっき
とした日本の生まれの料理といっていいでしょう︒日本生
まれの日本の料理なら︑和食といっていいのではないでし
ょうか？
ただ︑やはり日常の使い方としては︑和食に
対する洋食というのが︑まだまだ一般的である
とは思うのですが︒

外国人が一番好きな
外国料理は和食

２０１２年︑日本貿易振興機構が︑中国︑香
港︑台湾︑韓国︑フランス︑イタリア︑アメリカの 7
か国に住む外国人たちに﹁自分の国の料理以外
で一番好きな料理はなんですか？﹂という調査
をしました︒
位
1日本料理︑２位中国料理︑ 位
3フランス料
理という結果でした︒
それも︑７か国中︑アメリカを除く６か国の
人たちが︑日本料理つまり和食を１位としてい
るほど︑圧倒的人気だったのです︒日本人はもっ
と日本の料理︑和食を大切にしないといけませ
んね︒

海外で急増する日本料理店

巨椋修︵おぐらおさむ︶︶

当然︑世界中で日本料理店が急増中！ どれくらい増
えているかですって？
外務省と農林水産省が調べたところ２００６年で約２
万４０００店だったのが︑２０１０年だと約３万店︒２０
１３年３月の時点で５万５０００店と︑凄い勢いで増え
ているんです︒
日本料理店が多い地域は︑アジアが一番多くて︑約２万
７０００店︑次がアメリカで約１万７０００店︒３番目が
欧州で５５００店とのこと︒
海外での和食のイメージは︑
ヘルシー志向やダイエット
志向で︑和食はヘルシーというイメージが強く︑見た目が
美しいという意見や︑日本の食べ物は安心で安全︑そして
高級というイメージも強いようです︒
ただちょっと残念なのは︑和食の知識がないアジア人が
﹁日本料理店をやれば儲かる﹂とばかりに︑トンデモない
和食を提供したりすることも多いようです︒それがその
土地に合った美味しいものであれば︑和食から派生した
新しい料理ということができるのでしょうが︑そうでな
い場合︑これはちょっと困ったものですね︒
和食がユネスコの世界無形文化財に認定されたという
ことは︑日本の料理が世界に誇る文化であることが証明
ということ︒何とか大切にしていきたいものです︒

︵食文化研究家

http://kenken.vc

冷え性の原因と養生法
皆様の体温は腋の下で３６ ５.度以上ですか？体温が１度低下す こった出来事をどう捉え︑処理できるかで︑ストレスの影響が変わっ
ると︑基礎代謝は約１２パーセント︑免疫力は３０パーセント低下す てきます︒心が緊張を強いられると︑常に交感神経が刺激され︑大切
ると言われています︒冷えの原因はいくつもありますので︑それに合 な臓器を優先するため︑抹消や皮膚表面︑そして子宮などの血流は
低下します︒手足がいつも冷たく︑生理痛や排卵痛などがある方は︑
う養生をなさってくださいね︒
もう少し心がリラックスする考え方をもってみましょう︒
温かいお番茶に︑生姜と少量の黒砂糖を入れて︑リラックスタイム
をもうけたり︑ゆったりとお風呂につかってください︒漢方では︑新ノ

１︑砂糖︑油物などの摂りすぎによる冷え
消化に負担をかけるこれらの食品により︑消化管の運動が弱まり︑ ーゲンや南国刺五加で︑脳と心を養いましょう︒
食物が長時間滞留してガスなども生じやすく︑腹が張る︑便秘︑ある
５︑冷暖房完備の部屋で︑運動せずに
いは下痢などの症状が出やすくなります︒
間食をさけて︑決まった時間に︑腹七分の食事を頂きましょう︒漢
過ごすことによる冷え
方では︑胃腸の冷えとお血に︑大熊柳をお勧めします︒

２︑血の不足による冷え

過剰な冷暖房は︑人の体温調節機能を麻痺させ︑冷えを増加させ
る原因になっています︒
エアコンの効いたオフィスなどで︑
一日中座り
仕事をしている方は要注意！運動
不足により筋力が低下すると︑熱
産生が悪くなり︑体はどんどん冷
えてゆきます︒
太極拳︑ヨガ︑養生体操など筋
肉をストレッチさせながら︑緩や
かな呼吸を取り入れて行う運動
は︑筋肉を養い全身の血流を改善
させます︒仕事の合間に︑たとえ５
分でもこのような運動を取り入れ
てみてください︒
また極端な菜食主義に走るとタ
ンパク質が不足して筋肉が養われ
ませんので︑偏食にも注意しまし
ょう︒

・パソコン、iPad,iPhone,Andoroid 端末で閲覧可能化です。

女性は出産や毎月の月経等で︑常
に血液は不足する傾向にあります︒
血液は循環して体を温める働きが
ありますので︑不足すると冷えが生
じます︒
常に意識して色の濃い野菜︑黒い
食物︑イカやタコ︑赤身のお肉︑プル
ーンや落花生などをとりましょう︒
常日頃から︑声が小さく元気が無い
方は気血が足りませんので︑同時に
穀物や根菜類を併せて摂ってくださ
い︒
漢方では高麗紅参やコルマータＱ
１０︑棗参宝︑子羊袋などの造血補
気作用のあるものを処方します︒

・本を開くような感覚が魅力で、好まれています。

６︑老化︵腎虚︶
による冷え

今話題の電子ブック化を安価にて制作します。

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

TEBRA
自動車修理専門書店

http://tebra.jp

蛇の目傘
忘れ雪ひとひら
置いて去る

・HP にもアップできます。

３︑
ホルモンバランスの
不具合による冷え

︵薬剤師︑薬食同源アドバイザー 高田理恵︶

加齢とともに︑腎の力︵水と血液
更年期や出産後などのホルモン
の変化が︑自律神経の乱れを起こして血流不全を起こすのがこのタ の循環︶は弱まり︑体は冷えやすくなります︒特に腰から下の足腰関
イプです︒手足が冷えて頭がのぼせたり︑突然熱くなり汗をかき︑そ 節の冷え︑だるさに痛みを伴い易くなります︒早朝や夕方以降に腰の
痛みが増したり︑夜中に何度もおしっこに起きたりするのも︑腎陽虚
という症状を起こします︒
の後急に冷えたり …
このような方は︑まず睡眠と起床︑食事の時間をきちんと定め︑体 による冷えです︒
内時計をリセットするとともに︑十分な休養を心がけてください︒ 過労と寝不足︑節度のない性生活は︑命のろうそくを縮めますのでご
食事では︑納豆︑味噌汁︑豆乳︑豆腐などの大豆製品を補給しましょ 注意ください︒
腎陽虚の方によい食べ物は︑山芋︑長芋︑黒豆︑海老︑ニラ︑胡桃︑スッ
う︒
漢方では︑ホルモンバランスを整えるタンポポ茶︑プラセンタ等と ポン︑ナマコ︑ツバメの巣などの食材です︒
漢方では︑
エネスポ︵スッポンとスッポンの胎内卵︑牡蠣エキス︶に
一緒に︑脳と自律神経を養う新ノーゲンをお勧めします︒
て︑腎の陰陽両虚を補う方策をとります︒地黄丸系列の漢方薬では︑
胃にもたれる方にも︑安心してお勧めできます︒

４︑
ストレスによる冷え

どなたの人生にもストレスはつきものですが︑性格的に自身に起

http://kenken.vc/?p=6380

自動車修理専門書籍の購入はネットが便利！
投稿歓迎！
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