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ココロとカラダのヘルシーライフ ひと粒にたくさんの
健康を詰めて、
アリウムエクセラは
北海道からお届けし
ています。
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「ありうむ倶楽部NEWS」 では、 身体のしくみや栄養成分の働きなど

健康づくりに関する情報を中心にわかりやすく紹介いたします。 健康

は“調和のとれた食事”と “適切な運動”と “十分な休養”によっ

て支えられます。 生活のリズムを大切にして、 健康で楽しい毎日を

お過ごしください。

■シリーズ 『野菜 ・野草の花』

　　　　　11月は石蕗（つわぶき）の花です

季節の祝いと健康

キク科の多年草。

冬から春にかけて若葉をつみ

とって塩ゆでにすると美味しい

山菜。 タケノコやコンブ、 揚げ

豆腐、 魚と煮込んだ煮しめも

好まれる。 九州名産の佃煮

「キャラブキ」 は、 この石蕗の

葉っぱで作られる。

石蕗（つわぶき）の花

葉が常緑で美しく、 また花の少ない冬期に花を咲かせるので古くから

庭に植えられ、 観賞用にはいろいろな品種がある。 民間薬としては

葉をもんだり、 火であぶって柔らかくし、 腫 （は） れ物や湿疹 （しっ

しん）、 切り傷などの上に貼ったり、 解毒剤として用いた。 

１１月になると、 文化の日、 七五三、 勤労感謝の日など祝日 ・行事が目白押しです。 “ 秋の叙勲 ” が行われる文化
の日は日本国憲法の公布された日ですが、 明治天皇の誕生日でもあり以前は明治節と呼ばれていました。 また、 勤労
感謝の日にも前身があり、 新嘗祭 （にいなめさい） と言いました。 この日は天皇が五穀の収穫を祝う儀式を行い神に感
謝を捧げる日で飛鳥時代の皇極天皇の時代にはじまったとされています。 七五三のはじまりは五代将軍徳川綱吉の長
子徳松 （５歳で夭折） の健康祈願が始まりとされています。 いずれにしても起源は古く、 豊穣や健康を願う機会を祝日
と定めたものが多いようです。

日本の子供の死亡率約５割？

世界の子供たちの 「５歳未満の死亡率」　※おもな国を抜粋
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少子国ニッポン！七五三は大切な儀式です。
表の上位国は食糧 ・医療事情の不十分な環境で子供たちが暮らさざるを
得ないという背景があります。 それに比べ日本には “ 安心して子供が産
める ” 環境はあるにも関わらず、 少子化に歯止めがかかりません。 “ 給
料は上がる ” とは限らない将来への不安や “ 幸せの価値観 ” が昔とは一
変していることなど、

理由は様々ですが将来に希望が持てない若者が多いのは現実です。 そ
こで “ 七五三 ”。 ご自身のお子様、 お孫様は当然のことながら、 友人・
知人の七五三も心から祝ってあげましょう。 子供は将来の希望です。

生後１年以内に２割が死亡、 満６歳までに２割が死亡、 満１５歳までに１割が死亡。 というのが江戸時代 （前期） の
現状であったと推測されています。 特に７歳までの生死は神様にゆだねられているという世界観で当時の人たちは暮ら
していたようです。 七五三の習慣が民間に広く伝わった背景にはこのような厳しい現実があったのです。 ただ、 世界に
目を向けるとまだまだ子供の生存環境が厳しい国があります。 ユネスコが 2008 年に発表した 「世界子供白書」 の抜
粋を下表にまとめました。
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製法特許『バイオラショナルコントロール』（特許第 3725079 号）
用途特許『記憶障害改善作用を有する組成物』（特許第 4139677 号）

タマネギ健康成分の２つの特許

硫化アリル
ＤＰＴＳ

葉　酸 ビタミンＢ6
ビタミンＢ12

ビタミンＥビタミンＣ
アロニア

ポリフェノール

機能性複合素材の新・相乗効果

栄養機能食品　アリウムエクセラ

アリウムエクセラの開発技術と栄養機能

抗酸化成分ＤＰＴS（ジプロピルトリスルフィド）の生成抽出技術や働き
に関する発見に対して、それぞれ特許を取得しています。

■血流改善・メタボ
血栓や血中の汚れなどを
取り除き流れを正常にす
ることで、酸素や栄養素
が全身に行きわたります。
それは同時にメタボリッ
クシンドローム対策の基
本といえるでしょう。
■アンチエイジング
身体に残った活性酸素は
細胞を傷つけたり、有害
成分と結びついたりして
老化や疾病の原因をつく
ります。毎日除去するこ
とが若さを維持する秘訣
です。

アリウムエクセラの原材料

アリウムエクセラには北海道資源を活用した
血管や血液の健康を支える栄養複合素材が生
きています。 ギョウジャニンニク タマネギ グレープシード

オイル
アロニアベリー マルチビタミン

0120-933-695
月～金の平日のみ受付 10：00 ～ 18：00
※土・日・祝日はお休みとなります
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七五三のお祝いで今どきお赤飯がメインになることはありませんが、 スーパーの惣菜コーナーではいまだに根強い人気があり
ます。 しかし、 地域によって若干異なるのも 「お赤飯」 です。 一部をご紹介します。

お祝いと言えば「お赤飯」

もっとも驚かれるのは “ 甘納豆入り赤飯 ” で、 北海道や青森県に分布しますが、 ルーツは山梨県南部
にあるとも言われています。 “ 里芋入り赤飯 ” も珍しいですが、 これは福井県にあるようです。 もち米と
小豆を蒸して、 ある程度のところで里芋を加えて蒸し上げるという調理法です。 豆にも違いがあり、 関
東地方では “ ささげ （大角豆） ” を使う地域があり、 山梨の一部では “花豆 ” を使います。

いずれにしても地域では正統派 「お赤飯」 で、お祝い事に食べています。 栄養価は優れています。 銅、
亜鉛、 マンガンなどのミネラルが豊富です。 今は炊飯器でつくることが多くなりましたが、 セイロで蒸す昔
ながらの調理法が美味しさを引き立てます。 ただしカロリーはしっかりありますので、 食べすぎに注意と、
ビタミン豊富なおかずを添えていただくように心がけましょう。

甘納豆の赤飯

勤労感謝の日に五穀を楽しむ
冒頭でご紹介したように勤労感謝の日は本来新嘗祭。 五穀の実りに感謝する日です。 以前にも特集しましたが “ 五穀 ” は
時代によっても選ばれているものが異なりますが現在は、 米、 麦、 アワ、 キビ、 ヒエが主流です。 冬に向けてしっかりしたカ
ラダづくりの時期です。 暴飲暴食をさけ体に優しい食事を心がけましょう。 体にやさしい五穀の栄養を下記にまとめました。
表はどのくらい食べると、 どの程度の栄養が確保できるかを表しています。

各栄養素の一日の摂取目安に対し、 以下の割合が摂取できます摂取量

マンガン 42% 、ナイアシン 31% 、マグネシウム 25% 、ビタミンB6 25% 、
銅 24% 、ビタミンB1 20% 、リン 20%他 

140g （１膳分）玄米

銅 6% 、 亜鉛 2% 他 大麦

アワ
銅 10% 、 鉄 7% 、 マグネシウム 6% 、 亜鉛 6% 、 パントテン酸 6% 
リン 5% 、 マンガン 4% 他 

銅 6% 、 マンガン 6% 、 亜鉛 6% 、 マグネシウム 5% 、 リン 5% 、
パントテン酸 5% 他 ヒエ

銅 7% 、 亜鉛 5% 、 マグネシウム 4% 、 鉄 3% 他 

種類

15gキビ

15g

15g

10g

粗食を心がけアリウムエクセラ
を飲む。 これが血液をきれい
にする最も良い方法です。


	ありうむ通信2011年11月新
	ありうむ通信2011年11月新2

