ユーグレナとは
ユーグレナという言葉はピンと

種類のビタ

栄養素と同じくらい、体内に吸収さ
れやすいのです。
ユーグレ ナに は、

ミン、 種類の不飽和脂肪酸、 種
種類の アミノ酸

など、計

種類の栄養が 含まれて

多いかと思いますが、ユーグレナは

いることがわかっています。その中

ています。実際は、虫ではなく、ワ

年以上もの昔から、地球上に存在し

ていて、たくさんの穴があいていま

ます。パラミロンの構造は、炭に似

レナにしかない注目の成分があり

㎜以下の単細胞生物で、

カメやコンブと同じ藻の仲間にあ

す。しかも、プリン体の吸収を抑制
することもできるので、現代の生活

太陽光があれば光合成をします。そ

すが、ユーグレナは二酸化炭素、水、

地球温暖化が叫ばれて久しいで

習慣予防にもぴったりです。
、

ユーグレナは植物、動物の性質を
や葉酸、動物に含まれる

ユーグレナは世界を救う？
ミン

と、両方の栄養
素を備えています。しかも、植物の

れを利用して、食料やエネルギーを
火力発電などは、発電時に二酸化

細胞にはあるはずの細胞壁がない
性栄養素も、ミドリムシなら動物性

生産する研究が進んでいます。

、ビタミン

DHA

ので、本来なら吸収効率の悪い植物

B
1

C

持つことから、植物に含まれるビタ

ユーグレナの栄養素

き物なのです。

す。その穴に、中性脂肪やコレステ
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たります。しかし、動物にも、植物

は

ミドリムシの別名なのです。大きさ

類のミネラル、

9

こなくても、「ミドリムシ」といえ
ば分かるでしょうか？

14

でも、「パラミロン」というユーグ

18

億

学校の授業で習ったという人が

11

ロールを吸着し、体外へ排出しま

5

どちらにも分類される、不思議な生

0.1
EPA

炭素を大量に排出します。その二酸

化炭素をえさにして、ユーグレナを

培養し、増えたユーグレナからバイ

オエネルギーを作り出せるという

のです。実用化は、まだですが、研

究の進展に期待されています。

また、ユーグレナは大量培養がで

き、粉末乾燥できることから、運搬、

保存に優れ、発展途上国の食糧難対

策にすでに取り入れられています。

小さくて、ただ水溜りや池にいる

生物かと思っていましたが、こんな

にも、未来を明るくしてくれるもの

だったなんて、驚きですね。研究が

進んでいけば、もっとたくさんの可

能性がでてくる、神秘の生物なのか

もしれません。

た場合に起立性低血圧症と診

失神などを伴う病気です。

疲労感、眼前暗黒感、時には

まい、動悸、視野のかすみ、

り、ふらつきやめ

急に低血圧にな

ち上がった時など

抵抗が減少していることが要

臓に溜まることで全身の血管

があります。食後に血液が内

失発作（失神）を起こすこと

は特に食後に一過性の意識消

きなどが起こります。高齢者

現しやすく、めまいやふらつ

起立時の症状は午前中に出

管拡張防止薬などが処方され

漿量を増やす薬や昇圧剤、血

薬物療法としては、循環血

物理療法などがあります。

導から食事療法、運動療法や

て、生活上の注意点などの指

れます。症状の程度に合わせ

が低い）と同様の治療が行わ

態 性 低 血 圧 症 （ 体 質 的に 血 圧

は、まず一般療法として、本

●血圧を維持する仕組み

因と考えられています。

ます。

立ち上がった時には全身の
循環血液量のうち５００～８

●血圧を比較して診断

る血液の量が減少するため、

します。それにより心臓に戻

寝た状態や座った時の血圧と

を行います。起立試験の結果、

診断には起立時に血圧測定

ルタルソースを上からかけてもいいですね。

、収縮期血

き、心拍数の増加および心臓

断されます。

張期血圧

起立性低血圧症
の収縮、末梢血管の抵抗が高

●治療の方法は？

正常ならば、これが誘引とな

は寝た状態から上
められ、血圧が維持されるよ

以上の低下があっ

体を起こしたと
うになっています。

圧

き、もしくは座っ

●午前中と食後に注意

起立性低血圧症の治療で

ている状態から立

って交感神経の調節反射が働

20
mm
Hg 10
mm
Hg

が腹部や下肢に移行

大動脈や頸動脈洞にある圧受

比較し、起立後３分以内で拡

００

容体への刺激が低下します。

ml

みなさんのご家庭の冷蔵庫に『すし酢』、眠っていませんか？

実はこのすし酢、おすしにだけでなく様々な料理の隠し味とし

て使えます。まずは、ポテトサラダ。マヨネーズのカロリーが

気になるポテトサラダも、すし酢で下味をつけることによりマ

ヨネーズの量も少なめで済みます。しかも、味がしっかりと決

まります。また、トマトスライスにはドレッシングの代わりに

かければ、トマトの甘味が引き立ち、とても味わい深い一品に。

さらに、忙しい朝のお弁当作りにも。揚げ物をすし酢にさっと

くぐらせれば一気に南蛮風に変身です。酢なので、気になる夏

のお弁当の痛みも気になりません。アクセントに豆板醤や、タ

……●●……・みりん……………大さじ 2 竹

【４人分】
・餃子の皮……………20枚

・マヨネーズ………大さじ3

・コーン缶…………半量

・塩こしょう…………適宜

・冷凍枝豆…………50g

・揚げ油………………適宜

・シーチキン……………1缶

あと一品おかずが欲し

①「枝豆あんを作る」…冷凍の枝豆

い時や、持ち寄りパーテ

をレンジ、もしくは沸騰させた鍋に

ィなどに重宝する、おつ

入れて解凍する。
②ボウルに油を切ったシーチキン

まみ感覚で食べられる揚

(半分の量)、解凍してさやから出し

げ餃子です。子供から大

た枝豆を入れる。

人まで大好きなコーンと

③塩こしょう、マヨネーズ大さじ

枝豆を使った変わり種 2
種類の揚げ餃子。あんに

1.5 を加えて混ぜる。
④「コーンあんを作る」…コーン缶
の水気をしっかりと切る。

はひき肉などの生ものを

⑤ボウルに残りのシーチキンとコーンを加える。

使用せず、高温で揚げて

⑥塩こしょう、マヨネーズ大さじ 1.5 を加えて混ぜる。

すぐに完成するのも魅力

餃子の皮に包む

の一つ。ニンニクなどの
香辛料も入れないので、

⑦枝豆あんとコーンあんを 10 枚ずつ、餃子の皮に包んでいく。
⑧包み方はお好みで。
⑨揚げ物用お鍋にサラダ油を入れて 180 度になるように熱し

小さな子供でもパクパク

ます。菜箸を入れて、ジュワジュワッと油が泡立ったら餃子を

食べられます。

入れて揚げていきます。

朝食は、体の代謝スイッチを入れる重要な役割があります。
また、人の体は空腹時間が長いほど脂肪を蓄えようとする性質
がありますので、朝食を抜くと「代謝の低い、太りやすい体」
を作ってしまう事になりかねません。朝食を食べるようにすれ
ば、便秘の解消や代謝を上げる効果を得られるので、必ず朝食
は食べるようにしましょう。朝食を食べるのが難しい人は、ス
ムージーや甘酒を利用しましょう。朝にスムージーや甘酒で栄
養を得て、体にスイッチを入れるダイエット法もあります。ス
ムージーも甘酒も、手軽に用意できる上に栄養価が高いので、
ダイエット中の補助食品として活用できますよ。

江戸時代から日本人の生活に根付いてきた手ぬぐい。最近で
は、伝統柄をアレンジした個性的なデザインも多くあり、お弁
当包みや瓶のラッピング、さらにスカーフ代わりに巻くなどの
活用法も増えてきました。インテリアでも手ぬぐいは大活躍。
額縁に入れて飾ったり、のれんのように吊るしたりすると、部
屋に賑わいをプラスするアイテムに。テーブルランナーやラン
チョンマットとして、テーブルの演出に使っても良いですね。
また、手ぬぐいで箱ティツシュを包んだり、カゴや鏡を覆い見
せたくないものを上手にカバーしたりすることもできます。春
は桜、夏は花火や金魚など、季節に合った手ぬぐいを選ぶこと
で、暮らしの中に心地良い変化を与えられます。

編集長のひ・と・り・ご・と

「こんにちは‼」「お元気でいらっしゃいま

すか…？」編集長の高井です。

さて、皆さんは免許更新の際、「交通安全協

会」に入会していますか？会員になる・ならな

いはもちろん任意なんですが、年会費の４００

円は新入学児童へ黄 色いランドセルカバ ーを

贈呈したり、チャイルドシートの無料貸出を行

う等々、地元の交通安全活動のために活用され

ています。

さらに、その交通安全協会には、協賛店制度

というものがあり、協賛店で会員証を提示する

・記事制作：A.A.O.ニュースレター

と特典や割引等のサ ービスが受けられる ので

すが、実に多種多様 な業種の協賛店があ りま

す。（当店も協賛店に加盟しています。）

例えば、温泉・宿泊の割引から、骨とう品の

割引、ヤフオクドーム内のショップのホークス

グッズが割引になる特典等々、いろんな特典を

受けることが出来ますので、会員の方はぜひ、

「福岡県交通安全協会」のホームページで確認

それでは今月も どう

してみて下さい。役に立つ特典が見つかるので

はないでしょうか… ？

ぞよろしくお願い申し上げます。

● 配信停止ご希望の場合お手数ですが
下記連絡先までお知らせ下さい。
● お客様専用フリーダイヤルは携帯電話
からもご利用頂けます。
☎：０１２０-４００-４１６
●発 行：有限会社高宮
●担 当：高井浩一
●住 所：〒823-0011
福岡県宮若市宮田 4887-5
宮田郵便局すぐそば
●ＴＥＬ：0949-32-0416
●ＦＡＸ：0949-32-4785
●ＵＲＬ：http://www.takamiya-ss.jp/
●e-mail：takamiya59@gmail.com

５月５日～５月１０日頃。七十二候の一つで、
二十四節気の「立夏」の初候にあたるのが『蛙
始鳴』(かわずはじめてなく)です。田植えの時
期をむかえ、水を蓄えた田んぼでは、賑やかに
蛙が鳴き始めます。繁殖期を迎えたオスの蛙は、
メスへの求愛行動や、卵を他の蛙から守る(縄張
を守る)ために鳴くなどとされています。諸説あ
りますが、蛙という名の由来は、
「別の場所に行
っても必ず元の場所に戻ってくる」ことから『か
える』と名付けられたとされています。

