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考え方の違いや不運な行き違いなどで気を
悪くしたという経験は誰にでもあるもので
す。嫌な気持ちが数日、数時間、あるいはそ
の後ずっと続いたこともあったはずです。あ
る人はその時の様子を、家に帰ってからも恨
みつらみのカクテルをなめ続けているよう
だ、と表現しました。なぜ、そんなことになっ
てしまうのでしょうか。私たちは、少しの間、
嫌悪感に浸ることで気を晴らし、立ち直りに
向かっていくのかも知れません。しかし、長
期的に見ると、そのままの状態では、よりネ
ガティブな感情や経験を呼び込むことになっ
てしまいます。

私たちには、考えていることや目を向けてい
る対象の影響力を受けやすい傾向がありま
す。それは本人だけでなく、周囲にも波及し
ます。家族や組織、地域社会など、複数の人
で構成されるグループでは特に、その影響力
が広がりやすいということも分かってきまし
た。ネガティブな経験にとらわれて好ましく
ない感情を抱え続けていると、よりネガティ
ブな経験と人々を引き寄せるのです。そうな
ると意識はそちらにばかり向き、悪循環の罠
にはまってしまいます。

相手が悪いと思っていても、厄介な感情を
手離して許すことができれば、ポジティブな
物事や人々、経験、状況に意識が向かい、喜
びや幸せが感じられるようになります。する
と、さらにポジティブな要素が引き寄せられ
てきます。

許しを与えることに慣れていないと、「ああ
言えばよかった」「どうしてあんなことをした
のか」といった思考の渦に巻き込まれがちで
す。 その中にいる限り、許しを経て得られる
はずの好ましい感情を実感する時間はあり
ません。許しには大きな力があります。許す
ことによって、閉じていた心が開き、ネガティ
ブな思考パターンの悪循環を断つことがで
きます。

今日、最初の一歩として、あなたも誰か一人
を許すことにしてみませんか。同僚、友人、家
族、もしくは自分自身でも構いません。思い
浮かべたのが誰であれ、許せないという感情
を手離しましょう。そして空いた思考をポジ
ティブなことで満たしましょう。今日誰か一人
を許すと決めたあなたは、明日の朝、より良
い気分で目覚めるはずです。さらに重要なの
は、許しを自分に与えるのを習慣とすること
です。それは自責の念が往々にして最大の問
題となり得るからです。

厄介な感情を手離す
人を許すということは多くの人々にとって難しい課題です。ですが、自
分の健康と幸せのためには、誰かのことや状況について、悪しき感
情を抱え込まないことが重要です。
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最新ニュース
唐辛子のホットな効果
唐辛子と健康に関する一連の研究の結果、
スパイシーな食事を日常的にしていると全
死因死亡リスクが低下すること、そして辛味
のきいている方がその恩恵が得られやすい
ことが発表されました。唐辛子をたっぷり使
った食事の健康効果は、あらゆる種類の唐
辛子に含まれるカプサイシンという活性成
分に由来します。最近の研究では、週に4回
以上唐辛子を食べると、心臓血管系の疾患
による死亡リスクを34％も低減できると示さ
れています。 ただし、辛味の弱い品種はカプ
サイシン含有量が少ないので、効果もあまり
期待できません。辛味が強いほどカプサイシ
ンは多く、効果があるということです。4

記憶と認知機能の専門誌（Memory & 
Cognition）に最近掲載された科学的研究によ
ると、マインドフルネスの瞑想を10分間実行
するだけで言語学習と記憶プロセスが改善さ
れるということです。新たに学習した単語を思
い出すという課題で調査したところ、10分間マ
インドフルネスの瞑想をした被験者は、そう
でない被験者よりも好成績をあげる傾向が認
められました。言語情報を獲得し後に使用す
る能力がマインドフルネスを習慣にすること
で伸びていくことが期待されています。3 

太陽の下で過ごすと腸も健康になるようで
す。微生物学の専門誌（Frontiers in 
Microbiology）に掲載された研究で、ビタミ
ンDの足りていない人を対象に紫外線（浴
びるとビタミンDが産生される）への露出
を増やしたところ、骨をつくる化合物が増
えただけでなく、腸内細菌叢も活発になっ
たと報告されています。5

マインドフルネスで学習能力を
向上

日光で腸内細菌も元気に

1 Bai, Shuang, Wenliang Guo, Yangyang Feng, Hong Deng, 
Gaigai Li, Hao Nie, Guangyu Guo, et al. “Efficacy and Safety 
of Anti-Inflammatory Agents for the Treatment of Major 
Depressive Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis 
of Randomised Controlled Trials.” Journal of Neurology, 
Neurosurgery & Psychiatry, 2019.  
https://doi.org/10.1136/jnnp-2019-320912.
2 Roberts, Michelle. “What’s the Best Colour Lighting for Sleep?” 
BBC News. BBC, December 17, 2019.  

https://www.bbc.com/news/health-50807011.
3 Lueke, Adam, and Niloufar Lueke. “Mindfulness Improves 
Verbal Learning and Memory through Enhanced Encoding.” 
Memory & Cognition 47, no. 8 (2019): 1531–45.  
https://doi.org/10.3758/s13421-019-00947-z.
4 Bonaccio, Marialaura, Augusto Di Castelnuovo, Simona 
Costanzo, Emilia Ruggiero, Amalia De Curtis, Mariarosaria 
Persichillo, Chiara Cerletti, Maria Benedetta Donati, Giovanni 
De Gaetano, and Licia Iacoviello. “Abstract P224: Chili Pepper 

Intake and Risk of Total and Cardiovascular Mortality in Italian 
Adults: Prospective Findings From the Moli-Sani Study.” 
Circulation 139, no. Suppl_1 (May 2019).  
https://doi.org/10.1161/circ.139.suppl_1.p224.
5 Bosman, Else S., Arianne Y. Albert, Harvey Lui, Jan P. 
Dutz, and Bruce A. Vallance. “Skin Exposure to Narrow 
Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology 10 (2019).  
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02410.

夕刻以降にコンピューターやテレビ、携帯電
話の画面が発するブルーライトに晒される
と、睡眠と起床のリズムに支障が生じる、との
説が広まってしばらくになりますが、ある研究
チームが睡眠と光の色について調べたとこ
ろ、明るい白や黄色の光の方が睡眠の妨げに
なりやすいことが明らかにされました。何色
であれ、就寝前は明るい光を避けるのが一番
です。携帯電話やテレビ、コンピューターの電
源をオフにするのも、もちろん効果的です。脳
を刺激し、覚醒、活動させるものは避け、落ち
着いてリラックスするようにしましょう。寝る前
の読書には気軽に読めるものを選び、温かな
赤みのある適度な照明を使って下さい。2 

よく眠るための光源コントロール

感情と炎症の相関性を立証した研究はこれ
までにも多数発表されていますが、このほ
ど、無作為化比較試験30件を対象にした新
たなメタ分析により、抗炎症物質が大鬱の緩
和に役立つ可能性が提言されました。炎症
の影響は非常に幅広く、免疫系、代謝、睡眠、
ストレス反応、認知思考、記憶、表現、衝動制
御、気分、明晰さなど、鬱や気分障害に関連
する様々な要素につながっています。1新鮮
な野菜、果物、植物性タンパク（豆類、ナッツ
類）、あぶらの乗った寒冷域の魚（鮭くらいの
大きさまで。これを超えると環境汚染物質が
危惧されます）、新鮮なハーブ類、スパイス類
といった抗炎症物質を含む食材を主体とし
て炎症性の低い食事を心がけましょう。レク
チンタンパクに敏感な体質の方や腸透過性
疾患（腸漏れ症候群）のある方は、豆類は圧
力鍋で調理して下さい。

炎症性の低い食事で明るい気
分に 
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近年、春から夏にかけての時期に、フィット
ネスをテーマにしたフェスティバルが盛んに
開催されています。イベントをきっかけに、し
っかりと体を動かそうと思う人が多いのでし
ょう。よくあるスケジュールでは、当日夜明け
の瞑想から始まり、ヘルシーな朝食を楽しん
だあと、5キロのジョギングやBGMを使った
ヨガが行われます。さらに、ゴール設定やマ
インドフルな料理の方法など、様々なセッシ
ョンや講談会、デモンストレーションが組ま
れています。

サウンドヒーリングやチャクラ、アロマセラピ
ーといったワークショップに参加できるもの
もあるようです。多くのフェスティバルは体と
楽しくポジティブに向き合えるダンスパーテ
ィーがフィナーレとなっています。

ヨガ主体のフェスティバルのほか、ランニン
グやハイキング、ロッククライミングといった
フィットネス中心のリトリートも広まりつつあ
ります。インターネットで検索すると、自分の
好みに合ったアクティビティが見つかります。
リトリートの多くが幅広いレベル（初心者か
らスキルに対応）を対象にしていますが、さ
らに上を目指す上級者のために開かれてい
るものや、週末を利用してルーチンの再開や
確立を目標とするものもあります。

冬の間に体が重くなってしまったと感じる人
は少なくありません。体を活発に動かす機会
が減り、糖分の多い食事が増えて、どんよりと
した気分になっていませんか。冬の間に鈍っ
た体を一掃するには、デトックスが効果的で
す。突如エネルギー満載のフェスティバルに
飛び込むような極端な変化がない点も魅力
的です。

浄化を目的としたリトリートなら、ゆっくりと
時間をかけて再生の準備をととのえることが
できます。リトリートは、個々の栄養ニーズを
探り、体をリセットするための場所です。

この手のリトリートは、心が洗われるような
眺めの良い場所にあり、快適に過ごせる宿
泊施設が用意されています（泊まり込むこと
で、不健康な食べ物や習慣から離れやすくな
るのも利点です）。また、エキゾチックな環境
を独自につくり、風味豊かなジュースやスム
ージー、栄養価の優れた食事を提供している
所もあります。

予算も時間もないという方は、自分専用のウ
ェルネスリトリートを工夫してみましょう。単
独でも、お友達と一緒にでもできることがあ
ります。自分を取り戻すマインドフルな時間
をつくり、体を動かすようにするのがポイン
トです。
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春は再生の季節です。新たな息づかいと新しい活力が湧いてきま
す。外では花が咲きはじめ、明るい気持ちで体を動かしたくなってき
ます。自ずと散歩やサイクリングに出かける人が増えてきて、公園で
も子供たちの元気な姿がよく見られるようになります。

マインドフルに目覚める春

フィットネス

マッサージやレイキ、カイロプラク
ティックといったボディワークも人
気です。

糖類やデンプン質に依存しがち
な体を変えたい人にとって、専門
のスタッフが設計してくれるデトッ
クスプログラムは好ましい選択肢
です。

自宅や近所でウェルネスリトリー
トやフィットネスのような体験をす
るには、ある程度の計画が必要で
す。まずは週末や有休などで時間
を確保し、その間仕事や家事から
完全に離れられるよう、任せられ
る人に引き継いで、目標を設定しま
しょう。

ジョギング、ダンス、太極拳など各
種ありますので検討してみるとよ
いでしょう。

フィットネスをテーマにしたフェス
ティバルやリトリートに興味がある
なら、まずはデトックスを体験して
はいかがでしょうか。
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6 a.m.
ゆっくりと目を覚まし、静かに起床して20分
間瞑想をする。
7 a.m
ゆるやかな動きでエネルギーを引き出すヨ
ガなど、簡単なエクササイズで体をほぐす。
9 a.m.
スピルリナ、クロレラ、ネトルリーフ、ほうれん
草、クレソン、タンポポの葉、パセリ、モリン
ガ、抹茶などを使ったグリーンジュースを飲
む。
10:30 a.m.
45分～1時間程度、ウォーキングか軽いジョ
ギングをする。
11:30 a.m.
ストレッチと呼吸法、ブレスワークをする。シ
ャワーを浴びてスクラブで肌を磨く。
1 p.m.
パパイヤとレモン、カイエンペッパー、マンゴ
ーにハチミツ少々を加えたジュースを飲む。

2:30 p.m.
じっくりと時間をかけたマッサージで体をよ
みがえらせる。
5 p.m.
20分間瞑想をする。
5:30 p.m.
冷たいシャワーを浴びてから、アロマオイル
を入れた温かいお風呂に浸かる。
7 p.m.
カモミール、ショウガ、ミント、スピルリナ、緑
の葉野菜のジュースを飲む。
8 p.m.
子どものポーズを多めに取り入れたゆったり
としたヨガをし、最後に屍のポーズに時間を
かける。
8:45 p.m.
就寝（早々に寝てしまいましょう！）
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前広に準備して、必要な手配を済ませておくと安心です。 
例えば、1日だけでも次のようなスケジュールを組むことができます。
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断捨離でスト
レスを解消 
パートナーや子どもが料理した後のキッチンを思い出してみてくださ
い。料理と並行して片付けられないタイプなら、汚れた鍋やフライパ
ンがそこらじゅうに置きっぱなしになっていたことでしょう。お皿には
食べ物がこびりつき、カウンターには粉やソースが飛び散っていたか
もしれません。もしかすると床にも調理中にこぼした食べ物が落ちて
いたのではないでしょうか。

特集記事

|    The Art of Growing Young
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散らかって汚れたキッチンを見た時、あなた
はどう感じましたか。こんな光景を目にした
とき、あるいは想像しただけでも、ストレス
や不安を感じる人は少なくありません。汚し
た人がいずれは掃除すると分かっていたと
しても、きれいになるまでは落ち着かないも
のです。

ここ数年間、ミニマリズムがトレンドとして浸
透してきました。テレビ番組では家のダウン
サイジングや断捨離の特集が組まれていま
す。ソーシャルメディアでも物を減らすヒント
が多数投稿されています。

物を減らすことで満足感がアップするのは不
思議なことではありません。私たちの祖先は
今よりずっと少数の物を所有していました。
物にあふれた混沌とした暮らしは私たち自
身の心の混乱を引き起こします。

これは物の多さが精神的な負荷につながる
ためと考えられます。もらったセーターや壁
にかけられたアート作品がお気に入りにな
っているかも知れません。けれども、そんな
に多くの物に執着しているのは精神的に健
康なことなのか、この機会に考え直してみま
せんか。

整理整頓ではなく断捨離を。
整理整頓のプロを呼んで物を片付ける手伝
いをしてもらうこともできます。

家の中にめったに使わないもの、全く使わな
いものはいくつありますか。週末を使って本
当に必要なもの、とっておきたいものはどれ
か考え、物を減らしましょう。

ときめきを感じますか？
近藤麻理恵さんは片付けに関する本を出版
し、その後国際的に有名になったテレビ番
組の中で様々な人々の片付けを手伝ってき
ました。ここに登場する人々は精神的な問題
を抱えたゴミ屋敷の住人などではなく、ごく
一般的な人々です。共感できる点がたくさん
あるに違いありません。

カプセルワードローブを参考に。
数年前からエコファッションやエシカルファ
ッションの分野で「カプセルワードローブ」が
話題になっています。着まわしのきく質の高
い定番アイテムを必要最小限そろえるのが
基本です。ピンタレスト、ブログ、インスタグ
ラムなどでいいアイデアを探してみましょう。
中には10アイテムで1年間着まわすというク
ローゼットもあるほどです。

そこまで減らすのはやりすぎだと感じたり、
色の種類が少ないのは嫌だと思うなら、違う
方法を試してみましょう。近藤さんの片付け
法のように、全ての服を着てみて鏡に映し、
ときめきを感じるかどうかチェックするので
す。クローゼットの中に掛かっているスカー
トやドレスを見て素敵だと思っても、着た時
に同じぐらい喜びを感じるか、確かめて下さ
い。

外出を減らしましょう。
人との付き合いを断捨離するというのは困
難なことです。一人でいるのが不安という人
も多いでしょう。しかし、今どんな活動や人付
き合いをしているかリストアップすることで、
本当に大切な用事や心を満たしてくれる友
人関係に絞ることができるのです。予定が減
れば、家で静かに読書するといった心を豊か
にする時間の使い方もできます。平日のお出
かけは1～2回にするというのも一案です。

習い事は一人ひとつに。
子どもは、特に小さいうちは自由な遊びに集
中することが必要です。大人に邪魔されたり
指示をされたりしない空間で、おもちゃ（ある
いは家の中のありふれたもの、空き箱、石や
木の枝など）を使って自由に想像力を巡らせ
ることができるようにしてやりましょう。子ども
の発達の専門家による報告では、大人が子ど
もにおもちゃや道具を与えた時に使い方を
教えると、その子どもはその使い方しかしな
いということです。一方、大人が何のヒントも
与えなかった場合、子どもは使い方や遊び方
を4通り考えついたそうです。また、おもちゃ
の数が少ないほど想像力が豊かになります。

07

それはお金をかける価値のあるこ
とではありますが、その前にまず自
力で断捨離してみましょう。

子育ての専門家は、子どもたちに
与える物やアクティビティを減ら
し、自由な遊びにエネルギーを集
中させる必要性を説き始めまし
た。

近藤さんは全ての持ち物について
ときめきを与えてくれるかどうかチ
ェックすることを勧めています。と
きめかない物には今までありがと
うと感謝して、人にあげたり捨てた
りしましょう。
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本は図書館で借りましょう。
家に本が何冊ありますか。その中に、読んだ
本は何冊ありますか。そしてその中に、何度
も読んだ本は何冊ありますか。

棚には埃をかぶるばかりの本ではなく他の
物を置きましょう。あるいは棚ごと処分する
のもさらに物が減っておすすめです。図書館
を活用することは地元コミュニティに貢献す
ることにもなります。また、電子書籍なら物を
増やすことなく読書が楽しめます。

出番が少ない物は共有を。
年に1～2回使うものは取っておくべきか決
めるのが難しいかもしれません。結婚祝いに
もらったフォンデュセット、数年前の夏に意
を決して買ったアイスクリームメーカーなど
がいい例です。これにはキープするか捨てる
かの2択以外にも選択肢があります。

物をシェアする仲間を作りましょう。ご近所
と仲がよかったり、親しい友人グループがあ
れば、物を共有することを考えてみてくださ
い。そのフォンデュセットやアイスクリーム
メーカーもグループ内でシェアすればよい
のです。

断捨離を物質的な断続的断食と考えてみる
のもよいかもしれません。断続的断食法を実
践している人によると、人間は飢餓と飽食の
繰り返しの中で進化し繁栄してきたのだと言
います。食糧、特に砂糖などの甘い物は常に
豊富にあるわけではありませんでした。同様
に、私たちの祖先の所有物は今よりもずっと
少なく、エネルギーや資源をより重要なこと
に集中させて暮らしていたのです。
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本を購入するかわりに地元の図書
館を活用しましょう。

年に一度の雨どいの掃除に誰かの
ハシゴを借りることもできます。特
別なディナーパーティであっても、
たまにしか開かないのならレース
のテーブルクロスは持っている人
に貸してもらいましょう。
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酸化ストレスから身を守るために！◊

プロアンセノルズ® 

100

主成分の「リアルOPCｓ」は、ブドウの種子と
南仏に自生する特定の品種のマツの樹皮か
ら抽出されています。

プロアンセノルズは、50年に及ぶ
研究をもとに編み出された
本物の抗酸化物質をたっぷりと
含む高品質のサプリメントです。

© 2020 Lifeplus International

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。
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ガーデニングは老後や祖父母の趣味にとど
まりません。特に近頃は若い世代や子どもた
ちの学校のプログラムでもガーデニングと
その利点が取り入れられるようになっていま
す。Plant Snap のようなアプリ、You Grow Girl 
のブログ、人気のハッシュタグ #citygarden 
#growyourfood なども、土いじりに勤しむ若
者を後押ししています。

それはれっきとした科学研究でも立証され
ています。あるメタ分析の結果、ガーデニン
グの効果として、不安やうつの軽減などが注
目されています。また、ガーデニングをする
人は、健康的な体重の指標となるBMI値が低
めで、生活全般の満足度が高く、生活の質や
社会とのつながりといった面でも好ましい傾
向にあると認められました。1 

オーストラリアの研究グループは、認知症の
予防に役立つライフスタイル上の要因を探
るべく、60才以上のシニア層3000人を16年
にわたり調査しました。そして効果の高い活
動のひとつとして、日々ガーデニングを楽し
むことが挙がったのです。2 

ガーデニングは脳だけでなく、精神面の健康
にも良い趣味です。ストレス解消に役立ち、
リラックスできるという点では、読書などの
他の趣味以上に優れています。また、空間美
化にもなります。自宅や近所、市街地が美しく
整うと、人々の生活の質にも良い影響がもた
らされます。

さらに、環境に対する意識も高まります。大
規模な栽培農場の環境負荷は世界中で悪影
響を及ぼしています。輸送に大量の燃油とプ
ラスチック容器を要すること、安全性の不確
かな農薬が使われること、栄養価の低い未
熟な状態で収穫されること、長距離を輸送さ
れること、収穫から消費に至るまで長期間保
存されることなど、いくらか前の世代にはな
かったような問題点が山積みになっていま
す。環境の変化は、野菜や果物、穀類、豆類、
ナッツ類といった農産物にも根本的な変化
をもたらします。例え、キッチンの窓辺でハー
ブを育てるというような小さな工夫でも、環
境に優しく、自分と家族の栄養の基礎づくり
に貢献することができます。

先進国では、自然に触れる機会が極端に少
なくなっています。自然については、“nature”
の頭文字をとってビタミンNと称する人もい
ます。都会で暮らしていると遠くの森林公園
へ歩きに行く機会は限られてしまいますが、
街角の小さな公園に出かけるだけでもビタ
ミンNを積極的に取り入れることができま
す。庭も公園も自然の小宇宙です。そこに身
を置けば、自然の様々な要素とのつながりを
確かめることができます。森林を歩く時のよ
うに、庭でも景色やにおい、音が楽しめます。
ガーデニングをすれば、それに加えて、手か
らあらゆる感触が伝わってきます。
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庭仕事はいかが？

ライフスタイル

ガーデニングは個人の心身の健康
にも健全な社会にも役立つアクテ
ィビティです。

出自のはっきりとした食材が手に
入るという利点も見逃せません。
ささやかながら、生産者の正体が
分かっているという安心感が得ら
れます。

ガーデニングのもたらす数多くの
利点には、認知機能と脳の健康の
向上も含まれます。

2月になると舞い込んでくる園芸の広告。来る春に期待を膨らませて
いるのは、ガーデニングに熱心な人だけではありません。暗く彩度
の低い冬に疲れた人も、次の季節にしばし思いを馳せているのでは
ないでしょうか。

1 Soga, Masashi, et al. “Gardening Is Beneficial for Health: A 
Meta-Analysis.” Preventive Medicine Reports, vol. 5, 2017,  
pp. 92–99. doi:10.1016/j.pmedr.2016.11.007.
2 Simons, Leon A, et al. “Lifestyle Factors and Risk of Dementia: 
Dubbo Study of the Elderly.” Medical Journal of Australia, vol. 
184, no. 2, 2006, pp. 68–70. doi:10.5694/j.1326-5377.2006.
tb00120.x.
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屋外でガーデニングを楽しむ効果としてもう
ひとつ、免疫系と心の健康を支えるビタミン
Dがより多く得られるという点も見逃せませ
ん。また、私たちの生活環境にはWi-Fiや携帯
の電波、5G、送電線や配電盤など、人工的な
電磁波がスモッグのように漂っていますが、
大地と体を直に接触させることで、地球の自
然な電磁場にリセットされるとも言われてい
ます。

穴を掘ったり土をかけたりといった動作は胴
体を捻りながら行います。こういった基本的
な動きが良い運動になります。

11

水泳やランニングほどの運動量は
ありませんが、ガーデニングは柔
軟で俊敏な体を維持するのに役
立ちます。草引きはスクワットにな
りますし、種まきの時にもかがみ
ます。
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幸いにも、食べると元気の出るもの、健康的
にエネルギーを持続させてくれるものはたく
さんあります。

グルテン過敏症でない方には、スーパーフー
ドとして知られるキヌアがおすすめです。栄
養価の高さは評判どおりで、タンパク質と複
合炭水化物が豊富に含まれています。ナッツ
のような芳ばしさとプチっとした食感が楽し
いキヌアは、朝のオートミールに混ぜたり、代
用にしたりできる食品です。

レクチンが体に合わない、あるいは「腸漏
れ」に悩んでいるという方は、圧力鍋で調理
すれば原因となるタンパク質、レクチンを不
活性化できます。

しかも、水銀含有量はツナの100分の1程度
です。ツナサラダのサンドイッチのかわりに、
サーディンの身をほぐし、マヨネーズとヨー
グルトで和えてホウレンソウと一緒にパンに
挟むとよいでしょう。

豆類に含まれるタンパク質には血糖値を安
定させる働きがあります。また、豆類は食物
繊維たっぷりなので、満腹感が持続します。
ヒヨコマメをカレーとライムと塩少々でスパ
イシーに味わったり、レンズマメと野菜のス
ープを午後のおやつにしたりと色々な食べ
方ができます。豆類もまた、圧力鍋で調理す
ることでレクチンを不活性化できます。レク
チンタンパクで炎症性の免疫反応を生じる
腸透過性疾患（腸漏れ症候群）に悩んでいる
方はやってみてください。

フラックスシード（亜麻仁）とヘンプハート 
（殻を外したヘンプシード）は、タンパク質と

炭水化物、脂質を好ましい比率で含むだけ
でなく、食用種子ではレクチン含有量が特に
少なく、食後のスランプを防ぎたいときに適
しています。フラックスシードを軽く挽いてヘ
ンプハートと一緒にギリシア風ヨーグルト 

（低脂肪ではないもの）にトッピングし、ベリ
ー類を足せば、朝食にもおやつにもぴったり
の元気のもとになります。

糖分とビタミンCを一緒に摂取できる抗酸化
物質の宝庫、柑橘類も気分転換におすすめ
です。柑橘類の旬が冬とともに終わったら、
春から初夏に出回るイチゴやチェリーを食
べるとよいでしょう。真夏ならブルーベリー
が手に入ります。これも抗酸化物質の豊富な
果物で、中枢神経系を保護する栄養素も期
待できます。

 

サラダにクルミを入れたり、野菜のソテーに
アーモンドを加えたりして取り入れられるほ
か、車移動で長い1日になりそうな時は、手の
届く場所に一掴みほどのナッツを用意してお
きましょう。一番のおすすめはクルミです。マ
カダミアナッツとアーモンドもよいナッツで
す。カシューナッツとピーナッツは控えめに
食べるようにして下さい。

どうしてもカフェインが必要なときは、緑茶
か抹茶を選びましょう。緑茶に含まれるカフ
ェインは、コーヒーよりも持続性に優れてい
ます。南米で人気のあるマテ茶はティーバッ
グや茶葉で市販されています。1日の早めの
時間帯であれば、適量のコーヒーを飲むとい
う選択肢もあります。カフェインを含む飲み
物は、遅くとも就寝の6～8時間前からは避け
るようにして下さい。

それから、水の力を忘れてはいけません。脱
水症状は疲労感をもたらしますが、水分が少
し足りないだけでもスランプにつながりま
す。薄切りのレモンやショウガ入りのお茶を
混ぜると、元気の出るおいしい飲み物になり
ます。空腹を感じたときに水をたっぷり飲む
と食欲がおさまることは実証済みです。腎臓
によるデトックスをサポートするためにも、
水を積極的に飲みましょう。
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午後になるとエネルギーが尽きて集中力が落ち、ああ、またスランプがやってきた、と思うことはありま
せんか。毎日そうだという方もいれば、昨晩よく眠れなかったせいで、夢の世界に戻ることばかり考えて
いる人もいらっしゃるでしょう。そんな時、手をのばしたくなるものの筆頭がコーヒーです。「エナジードリ
ンク」と呼ばれるカフェイン入りの炭酸飲料も人気がありますが、瞬時に血糖値が上がった後にまたスラ
ンプに陥るか、夜眠れなくなってしまうか、となりがちです。

元気の出る食べもの

栄養

サーディン、イワシもタンパク質の
豊富な食品です。

ナッツは自然の恵みが詰まったお
やつです。冷蔵の必要なく手軽に
持ち歩けるのも魅力です。

茹でたキヌアを小さめのボウルに
入れ、オリーブオイルと塩少 を々混
ぜたものは、腹持ちのよい午後の
おやつになります。
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自己啓発 

特集記事

生きていれば誰しも、何から何まで手に負えなくなったような気持ちになることがあ
るものです。生まれ育った環境、社会文化的な慣習や制限、人間関係の変化など、と
ても克服できそうにない何かが立ちはだかったとき、どうすればよいのでしょうか。
実は、人生において自分でコントロールできることはほとんどありません。一方、私
たちには自己を高めるすばらしい力が備わっています。

|    The Art of Growing Young
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一見逆説的なようですが、どちらも詰まる
所、自分自身だけは自分でコントロールでき
る、ということを示しています。ただ、いざ実
行するとなると勇気の要ることかも知れませ
ん。人は不完全で複雑な生き物です。生物学
的、社会的、心理的にあらゆる要素が何層も
重なり、常に流動しています。込み入った日々
の暮らしの中でも自己を高め、より良く生き
ていくための心構えについて、いくつかヒント
を集めてみました。

ありのままの自分に向き合うことから始めま
しょう。
人は成長とともに変わってゆくものです。自分
を知ることは一生のひと仕事かも知れませ
ん。目的地のある旅とは違って、どこかにたど
り着けば自分のことが完全に分かるわけでは
ありません。それでも、自分がどんな人間なの
か、その基本的な部分を知ることは大切です。
自分を知るために、様々な問いかけをしてみま
しょう。どんな時に一番気持ちが穏やかにな
るのか、最高の気分になるのか、それはどん
な環境で誰とどんなことをしている時なの
か。反対に、不安や怒り、無力感のきっかけに
なるのはどんなことか。出てきた答えを心に留
めておきましょう。何年かして、人生経験が増
えてから同じように問いかけをすると、前とは
違った答えが出てくる可能性があります。

自分に優しく接しましょう。
他人にも自分にも優しさを行動で表しましょ
う。それは人として大切な親切さにつながり
ます。自分と向き合うと、自分の行動や人とな
りの中に、あまり見たくない不快な部分をも
認識することになります。自分に優しく接す
るということは、そんな「醜い自分」を否定し
たり軽視したりすることではありません。

自分の長所を知りましょう。
何か得意なことがあると、持てる力を発揮し
やすくなります。長所は強さを誇示するため
のものでも、自慢するためのものでもありま
せん。正しい行いをし、人類に寄与する根源
になってこそ、長所は生きてきます。長所は生
産性と無関係であっても構いません。何かを
造るのが得意である、プロジェクトの展望を
うまく描くことができる、といった人もいれ
ば、ベーキングならプロ並みの腕前だ、という
人もいるでしょう。心や情動の面、あるいは
社会的な面にどんな長所があるかも考えて
みて下さい。例えば、聞き上手やおもてなし
上手であるとか、スケジュール管理が得意で
ある、あるいは、テクノロジーに頼らずとも人
と良い関係を築くのがうまい、といったよう
な特性が何かあるはずです。

自分の短所も把握しましょう。
自分に至らない点があることを認めることは
大切です。不得手なことを（心の中ででも）
書き並べてみましょう。そのひとつひとつを
克服しなければならない、と思う必要はあり
ません。どんな分野で人に頼ることになるか
が見えてきますし、固執するほどのことでな
いなら単純に手離せばよいのです。改善の必
要な短所ももちろん存在します。

比べるのはやめましょう。
ソーシャルメディア上にはリアルを装った茶番
劇があふれています。フィルタを使って完璧
に仕上げた写真や、幸せな瞬間を謳歌する人
々の様子を次から次へと見せられていると、
自信が揺らいだり、ひどいと不安感やうつ状
態に悩まされたりすることもあります。自分
に喜びをもたらしてくれないインスタはフォ
ローをやめましょう。現実とは異なる作り物
を見抜く目も養って下さい。インターネット上
で費やす時間や、自分との差を感じてしまう
ような相手と過ごす時間は制限しましょう。

成功の定義は自分で決めましょう。
成功とは何でしょうか。その意味は自分で決
めて大切にして下さい。身近に好きな仕事で
出世して、いいお給料をもらっている友人が
いたとしても、同じようなことを目指すかどう
かはあなたの自由です。責任の重すぎない今
のポジションで、自分のペースで暮らせるだ
けの収入があるから充分満足している、とい
う方はそれを成功とみなしてもよいのです。
物のたくさんある大きな家、新しい車、豪華
な旅行、そういったものを象徴としたいかも
知れませんが、自己を高めるという観点から
はその効果は持続可能性に欠ける傾向があ
ります。自分にとって成功とは何か、よく考え
てみましょう。

自分への期待値を下げてみましょう。
悲観的な人は自分は極めて現実的だと考え
ています。とはいえ、人生には限りがある、と
思うのと、人生なんてひどいものだ、と思う
のは、同じではありません。大きな目標を立
てるときは現実的な目線から見直す必要が
あります。本心から成し遂げたいと望んでい
るのか、達成の可能性があるのか、自分に問
いかけてみて下さい。
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あるがままを認めたうえで、そんな
自分を許し受け入れて下さい。

それでも、短所の改善にばかり時
間を費やすよりは、長所を生かして
大切な人や世界のためになること
をした方が有意義です。
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変化を受け入れましょう。
自己や他者、現状をありのままに受け入れ、今
実際に経験していることに感謝するように心
がけると、穏やかな気持ちになれます。だか
らと言って、変化を拒否し現状維持に固執す
る必要はありません。変化のチャンスが訪れ
たときには、見逃さないようにしましょう。職
を失うなど、困難な変化の中にあると、悲し
みや怒り、不信感でいっぱいになるかも知れ
ません。それでも、自分自身と状況を変える
チャンスとしてとらえる視点を忘れないで下
さい。先人が言うように、ひとつの扉が閉じ
たとき、別の扉が開くのです。 何かを手離し
たり与えたりした後、思いがけず何かが舞い
込んでくる、そのリズムが人生を満たされた
ものにするのではないでしょうか。

セルフケアで自分をねぎらいましょう。
殉教者を賞賛する時代はとっくに終わってい
ます。他の人の酸素マスクの装着を手伝う前
に、まず自分が装着する、そんな機内の緊急
マニュアルのように、理にかなった諸々の手
順が確率されています。 セルフケアは特別
豪華にする必要はありません。早めに就寝す
る、あるいは早起きして熱いお茶を飲みなが
ら朝日を浴びるといったようなシンプルな方
法でも、地に足の着いた有意義な時間を過ご
すことができます。自己を高めていきたいの
なら、セルフケアは最優先とすべきです。

諦めることも必要です。
人が神仏を頼るのは、自分の力の及ばないこ
とがあると分かっているからです。自分で何
とかしなければという思いに執着せず、手に
負えないという現実を認め、受け入れること
で、身動きのとれない状況から脱して現実に
即した行動がとれるようになります。

以下、自己啓発に役立つ日常習慣をいくつか
ご紹介しましょう。

日記をつける。出版目的の自伝を書き上げる
必要はありません。その日にあったことや感
じたことを簡単に書き留めるだけでも、一日
の経験の棚卸しになり、心に余白を取り戻す
ことができます。

肯定する。自分を肯定することに偽善や嘘臭
さを感じる人もいるようですが、本心にそぐ
わない肯定をひねり出す必要はありません。
例えば「今日は親切な言葉をかけることがで
きた」「職場で何かあっても、深呼吸ひとつ
で落ち着いて対処できる」「人の集まる場で
噂話になっても、自分の品位を落とすような
言動はしない」といったように、ちょっとした
ことから自分を認めていきましょう。

感情や思考をすべてコントロールすることは
できませんが、冷静な状態を意識的に保つよ
うにすることで、自他の行動が変わってくるこ
とが期待できます。また、心身両面で健康的
な行動をとることで、感情と思考にも変化が
表れます。

運動する。時間を確保して運動をすると、体
内で気持ちをポジティブにする物質が産生さ
れます。体が丈夫なら、あらゆる能力を発揮
しやすくなります。

眠る。水や食糧、住居と同様、睡眠はごく基
本的なニーズです。睡眠の確保は、神経系を
はじめ体内のあらゆる機能の修復に役立ち
ます。体が正常に働き、心が安定していてこ
そ、私たちは自己を実現できるのです。

16

相関図を改める（認知行動の修
正）。思考・感情・行動の三角形
は、他者のそれと相互に影響し合
っています。
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ご家族の全般的な健康のサポートのために、
安全かつ効果的なオメガ3補給の方法をお探
しなら、オメゴールドがおすすめです。

オメゴールドで健康的な食生活に欠かせな
いオメガ3系脂肪酸をたっぷり摂りましょう。

オメゴールドは脂溶性の抗酸化
物質各種を豊富に含む画期的な
オイルサプリメントです。植物か
ら抽出した特製オイルを独自の
配合でブレンドし、DHAとEPA、
オメガ3系脂肪酸のほか、ビタミ
ンDと一緒にソフトカプセルに詰
めました。

DHAとEPAをたっぷり配合した、独自のオメガ3脂肪ブレンド

オメゴールド ®

© 2020 Lifeplus International

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。
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フラックスシードはリンシード、亜麻仁とも呼
ばれる亜麻の種子で、オメガ3脂肪酸と食物
繊維の含有量が多いことで知られています。
元の産地は中東ですが、現在では主に北米
で栽培されています。

フラックスシードやフラックスシードオイル
に含まれるALAの一部は体内でEPAやDHA 

（通常は魚油に含まれる）を生成する際に
使われます。魚油を摂取する機会のないベジ
タリアンやビーガンの方にとって、フラックス
シードは好ましい選択肢となります。ただ
し、ALAから作れるEPAやDHAには限りがあ
りますので（女性の方が効率が良いとの説も
ありますが）、ベジタリアンやビーガンなど、
魚を食べない人は海藻由来のEPAとDHAの
サプリメントを活用するとよいでしょう。

フラックスシードの健康的な作用はたくさん
あります。例えば、フラックスシードには血中
コレステロール値を下げる働きがあり、心臓
の健康に良いことが研究で示されています。 
2,3毎日摂取したところ明らかに血圧が下がっ
たという関連性も認められました。4  ある研
究では、高血圧の被験者に６ヶ月間、毎日
30gのフラックスシードを摂取してもらいま
した。

すると、平均で最高血圧が10mmHg、最低血
圧が7mmHg低下しました。もとの最高血圧
が140mmHgを超えていた人は、15mmHgも
低減できたということです。

フラックスシードは腸の健康にもよい食品
で、消化器系のデトックスの一手段となりま
す。また、お通じを定期的に整えたい、便秘や
下痢を改善したい、といった時にも検討する
価値がありそうです。5 

フラックスシードはカリッとした食感とナッ
ツのような芳ばしさが特徴的です。そのまま
では未消化の状態で消化管を通過してしま
うので、すりたてを食すのが一番です。粉末
状に加工されたものも市販されていますが、
すり潰した瞬間から栄養価は下がっていき
ますので、種粒の状態で購入し、食べる直前
にコーヒー用の豆挽きなどを使って消化し
やすい状態にすることをお勧めします。

アーモンド16粒が収穫されるまでに、15ガロ
ン以上の水、実に1粒あたり3.5リットル強の
水が消費されるのだそうです。アーモンドミ
ルクのかわりになるフラックスシードミルク
は自宅でも簡単に作れます。

その後、目の細かいザルか布袋で漉したら
出来上がりです。お好みでバニラエッセンス
やハチミツを加えてもよいでしょう。

卵を食べないようにしている方、あるいはベ
ーキングのレシピで使う卵が手元にない時
は、フラックスシードを卵の代用にすること
ができます。

摂取量を増やす工夫として、フラックスシー
ドオイルを冷蔵庫に常備しておくのも一案
です（開封後もよい状態を保つため要冷蔵）。
サラダやマリネでオリーブオイルのかわりに
なるほか、ポップコーンやトーストにかけて
芳ばしい風味を楽しむこともできます。高品
質のオリーブオイルでもそうですが、栄養価
を損なわないよう、仕上げの段階で使うのが
コツです。

19

食にもトレンドがあり、様々なスーパーフードが次 と々取り沙汰されています。大昔に食されていたチアシ
ードが免疫補助で見直されたり、ヘンプハート（殻を外したヘンプシード）が普及したりしていますが、そ
れよりもずっと前から身近にあったのがフラックスシードです。

フラックスシード 

ハーブとサプリメント

フラックスシードは栄養の宝庫で
す。1 先述したオメガ3脂肪酸の中
でも、特に植物性のアルファリノレ
ン酸、ALAが豊富です。

牛乳にかわるミルクとしてアーモン
ドミルクの人気が高まっています
が、最近メディアが実施した追跡
調査では、アーモンドとアーモンド
ミルクは生産段階の環境負荷が大
きいのではないかと指摘されてい
ます。6

フラックスシードと水を１対４の割
合で用意し、塩少 を々加えて３～５
分間、高速ブレンダーで攪拌しま
す。

1 Goyal, Ankit, et al. “Flax and Flaxseed Oil: an Ancient Medicine 
& Modern Functional Food.” Journal of Food Science and 
Technology, vol. 51, no. 9, Sept. 2014, pp. 1633–1653. 
doi:10.1007/s13197-013-1247-9.
2 Kristensen, Mette, et al. “Flaxseed Dietary Fibers Lower 
Cholesterol and Increase Fecal Fat Excretion, but Magnitude of 
Effect Depend on Food Type.” Nutrition & Metabolism, vol. 9, 
no. 1, Feb. 2012, p. 8. doi:10.1186/1743-7075-9-8.
3 Edel, Andrea L, et al. “Dietary Flaxseed Independently Lowers 

Circulating Cholesterol and Lowers It beyond the Effects of 
Cholesterol-Lowering Medications Alone in Patients with 
Peripheral Artery Disease.” The Journal of Nutrition, vol. 145, 
no. 4, Feb. 2015, pp. 749–757. doi:10.3945/jn.114.204594.
4 Rodriguez-Leyva, Delfin, et al. “Potent Antihypertensive Action 
of Dietary Flaxseed in Hypertensive Patients.” Hypertension, vol. 
62, no. 6, Dec. 2013, pp. 1081–1089. 
doi:10.1161/hypertensionaha.113.02094.
5 Palla, Amber Hanif, and Anwarul-Hassan Gilani. 

“Dual Effectiveness of Flaxseed in Constipation and Diarrhea: 
Possible Mechanism.” Journal of Ethnopharmacology, vol. 169, 
July 2015, pp. 60–68. doi:10.1016/j.jep.2015.03.064.
6 Buchanan, Larry, et al. “Your Contribution to the California 
Drought.” The New York Times, 21 May 2015,
 https://www.nytimes.com/interactive/2015/05/21/us/your-
contribution-to-the-california-drought.html.
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マクガークは天気に関わらず外出することに
対する考え方の違いについて書いています。
スウェーデンやその他の北欧の国々はそも
そも温暖な気候に恵まれているわけではあ
りません。それでも、生まれて間もない頃か
ら赤ちゃんの外出は推奨されていて、暖かく
してベビーカーに乗せて出かけたり、羽毛の
ブランケットをかけて外でお昼寝をしたりす
るそうです。

アメリカ中西部の小さな町では、どんな天気
の日も歩いて出かける彼女は変わった人に
見られたり、貧しくて車が買えないのだと思
われ送迎を申し出られたりしました。生まれ
たばかりの赤ん坊を連れてマイナス9℃の日
も散歩を欠かさず、周囲の人にあきれられた
エピソードも紹介しています。アメリカで彼
女が暮らしていた地域は、母国スウェーデン
と四季がとてもよく似ていて、冬の厳しい寒
さも同等だったというのに、です。

スカンジナビアの人々は私たちの知らない
何かを知っています。子どものころの楽しか
った出来事を思い出してみてください。外で
自由に過ごす中でできた思い出はいくつあ
るでしょうか。家の裏庭でも家族で出かけた
国立公園でもかまいません。ところが最近の
子どもたちは整然とした清潔な屋内で遊ぶ
ことが非常に多くなっています。ある意味、悲
しい現実ではないでしょうか。

大人の約半数が、14歳未満の子どもを保護
者なしで外で遊ばせるべきではないと考え
ています。怪我をしたり誘拐されたりといっ
た安全に関わる不安が理由となっているよう
ですが、実はイギリスでは木から落ちるより
もベッドから落ちて怪我をする子どものほう
が多いのです。2アメリカでは子どもの誘拐の
発生率は1950年代と同じで、犯罪率もほぼ
同じか減っています。ところが、治安が悪化し
ていると感じる人は増えています。3 

天候に関わらず毎日外で遊ぶことが、子ども
の健康にも社会性にも情緒にもよいのはま
ぎれもない事実です。まず健康面から見る
と、外で遊べばより多くのビタミンDが生成
され免疫力を高めます。土に触れて遊ぶ子ど
もは、そうでない子どもよりも微生物叢や免
疫系が丈夫な傾向があります。

20

スウェーデンでは、「悪い天気などない。あるのは悪い服装だけだ」
とよく言われます。隣国ノルウェーやデンマークでも同様です。 リン
ダ・マクガークの著作『There’s No Such Thing as Bad Weather』は
まさにこの考え方を前提として書かれました。この本の中で、スウェ
ーデン人である著者は、夫の国アメリカで子育てをしながら受けた
カルチャーショックについて多くのページを割いています。1 

子育ては自然の中で 
家族の健康

スカンジナビアの親たちは保育所
や幼稚園を選ぶ際に外遊びの時
間がどれだけあるかを最重要視す
るといいます。

この大きな変化は、テレビゲームや
コンピュータのせいにすることも
できますが、大人の考え方による
ところが大きいはずです。

走り回るだけでなく、草をちぎるた
めにしゃがんだり、木の枝をつか
むために腕を伸ばしたり、地面を
這ったりと様々な動きをするため、
運動量もとても多くなります。

1 McGurk, Linda Akeson. There’s No Such Thing as Bad 
Weather: a Scandinavian Mom’s Secrets for Raising Healthy, 
Resilient, and Confident Kids (from Friluftsliv to Hygge). 
Touchstone, 2017.
2 Henley, Jon. “Why our children need to get outside and 
engage with nature.” The Guardian. Guardian News and  
Media, 16 Aug. 2010.

3 Skenazy, Lenore. “Crime Statistics.” Free-Range Kids,  
http://www.freerangekids.com/crime-statistics/. 
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人間は太古の昔から日中は屋外で過ごして
きたということを忘れてはいけません。昼間
に屋内で過ごす人が増え始めたのは、製造
業が始まった約200年前のことです。人体の
代謝は、太陽光や風、湿度の変化、気圧の変
化、土といった外界からの刺激に頼っている
側面が多いと考えられます。

屋外での遊びには創造性と想像力がより一
層求められます。スマホやコンピュータもな
く、限られた道具を駆使して、子どもたちは信
じられないほどの想像力を発揮します。草や
木、石や砂利を調べたり、花や虫に触れたり
します。全ての感覚を使って周囲の環境を体
感することができるのです。

社会性の面では、外で遊ぶことで他の子ども
と交流する機会が増えます。公園では、滑り
台を順番に滑ったりひとつのボールをみん
なで使ったりといった社会的なルールに従
わなければなりません。そして諍いが起きた
時の対処法や、集団の中での振舞い方を学
ぶのです。

まずは大人が手本を示しましょう。質の良い
長靴と暖かい上着を用意し、汚れたり怪我を
したりする心配はしないこと。子どもが屋外
で過ごすことでどれだけ大きな恩恵が得ら
れるか、すぐに分かることでしょう。

21

情緒の面では、屋外にいるとスト
レスの発散になります。緑が多い
場所にいると緊張が和らぐのは大
人も子どもも同じです。
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それでも私たちは常に何かを学んでいます。
それは母親の胎内にいた頃から老齢に至っ
た今まで、何ら変わることのない事実で
す。70代、80代になっても学ぶ意欲を持ち続
けることは大いに有意義です。

生涯学習が認知症の遅延や予防に役立ち、
うつをも防ぐということは、既に立証されて
います。

あらゆる年齢層において、学ぶということは、
今の自分と向き合い、自分と社会の結び付き
を確かめることです。その土台があれば、家
族の食卓でも世代を超えた会話でも疎外感
に悩むことはありません。多少のリスクを厭
わず、新たな人との出会いや生き方、暮らし
方を探ることもできます。

実際の仕事は郵便配達だったけれど、本当
は菓子職人になりたかった、という方もいれ
ば、ずっとピアノを習いたいと思っていた、と
いう方もいるでしょう。ピアノのレッスンを受
けるのに、学童期である必要はありません。

興味を持ちつつも縁のなかったことを、新た
な学習と向上の対象にすることを考えてみま
しょう。新しい趣味に全く思いも寄らないこと
を選ばなくてよいのです。ワルツが得意な
ら、ダンスのレパートリーを広げ、サルサに
挑戦してはいかがでしょうか。

何かを学ぼうとするシニアには、様々な選択
肢があります。まずは地域の図書館や退職者
協会、高齢者センターなどにシニア向けのク
ラスが運営されているか問い合わせてみま
しょう。地域の高等教育機関に、正規の学生
でなくても受講できるクラスがあるか聞いて
みる、あるいはインターネット上の情報をチ
ェックするか、役所に電話して、地元で参加
できる講座について問い合わせるのも一案
です。

新しい知識やスキルとして学べること：

•  木工、宝飾、ガーデニングのクラスに参加す
る。

•  裁縫、刺繍、編み物などの手工芸を習う。

•  新しいエクササイズを始める。地元のジム
や公共のレクリエーションセンターにどん
なクラスがあるか聞いてみましょう。無理な
く体を動かせる、自分に合ったものを選ぶ
のがポイントです。

•  留学生や移民のホストになる。自宅に食事
に招いて異文化理解を深めたり、地域のこ
とを教えてあげたりといった交流を通じて、
善意に基づいた新しい人間関係を築くこと
ができます。

•  図書館に行って学びたいことに関する本を
読む。今の教科書を読むと、生物、宇宙、歴
史など、かつて教わった内容と変わっている
ことが見つかります。

•  語る会に参加する。自分の体験談を共有す
る一方、聞き上手にもなれます。

•  料理教室で作ったことのないメニューに挑
戦する。異なる食文化に特化した店に入り、
店員に使い方を教わるのもよいでしょう。

•  行ったことのない国に旅行に行く。現地で
芸術、文化、歴史、人々などをテーマにした
ツアーに参加すると、深みのある学習がで
きます。

•  博物館の無料ツアーに参加する。

•  孫の趣味を聞いてやってみる。アドビやイ
ンスタを使って写真を編集する、スポーツ
をする、テレビドラマを見るなど、孫と共通
の楽しみができます。

何をするにしても、自分の意欲と興味が向い
ているかよく観察して下さい。完璧にできな
いことを受け入れる強さも必要です。恥ずか
しがらず、学生に戻ったような気分を楽しん
でしまいましょう。今だからこそ学びたいこと
を学べる、その喜びを大切にして下さい。

22

定年退職や引退が近い年齢層の方にとってはおそらく、教室に身を置いたのは随分昔のことでしょう。
高校や大学などを卒業して以来、正式に授業を受けたことがない、という人は少なくありません。

生涯学習

家族の健康

生涯学習は脳の健康に効果的で
す。活発に頭を使っていれば、脳の
明晰な働きと精神面の機敏さが維
持されます。

追ってみたかった夢ややってみた
かった仕事はありませんか。

地元の学校で歴史や芸術、科学、
保健などの講義に出席する。
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家庭のことは妻に任せ、稼ぐことに専念する
のが男、という時代は終わっています。世の
男性は家事育児に関わることを期待されて
いて、実際に積極的に参加して喜びを見出し
ている男性もたくさんいます。

有給の育児休暇は多くの先進国で法制化さ
れていますが米国は例外のようです。カナ
ダ、北欧諸国、イギリス、ドイツといった国々
では、乳児の世話をする父親のための休暇
枠が設定されています。男性としてこれを取
得しない手はありません。女性と同等の産休
期間を求めてもよいくらいです。

勤め先で在宅ワークが可能かどうか、聞いて
みる価値はあります。職場の文化がまだ技術
の進化に追いついていない面は否めません
が、デジタル化が進んだ現代、遠隔作業の可
能な職種や従業員の在宅業務をサポートす
る会社が増えています。

週に1日でも自宅勤務が可能なら、ぜひ取り
入れてみましょう。通勤時間が空くので、他の
ことができます。朝職場に向かうかわりにエ
クササイズをする、昼に犬の散歩に行く、子
供の学校で一緒にランチを食べる、といった
ことも可能です。ただし、在宅ワークには注
意も必要です。仕事をしている時間と家のこ
とをしている時間は明確に区別しましょう。
境界があやふやになると、夜も週末も家庭に
仕事を持ち込むことになりかねません。

勤務日を短縮するという方法はまだ一般的
ではありませんが、研究によると生産性、満
足度ともに向上することが示されています。
週休3日を望めなくても、スケジュールをフレ
キシブルにする方法はとれるかも知れませ
ん。週休2日であっても、1週間のうち実質4日
間で仕事を片付けることができるか、やって
みてもよいでしょう。あるいは、今週残業をし
た分、来週の就労時間を減らして調整する、
という方法もあります。

部下を監督する立場にあると難しいかも知
れませんが、休暇中は仕事から離れる私的
な時間をできるだけ大切にしましょう。 
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旧来の男性像に縛られない生き方が支援される現代、特に若者たちの間では、感情を表に出して泣く
ことやセルフケアをすること、個人的なニーズについて率直に話すことはごく普通に受けとめられてい
ます。

ワークライフバランス

家族の健康

乳幼児の要求は他と比べようのな
いものです。親は夜も（昼も）眠れ
ず、授乳とオムツかえを繰り返すこ
とになります。それでも、子供と社
会の健全な成長に、父親の積極的
な参加が望まれています。

とはいえ、仕事が大きな要因であ
ること自体は変わっていません。
通勤に時間を費やし、期待に応
え、上を目指すべく奔走するという
現代の職業文化にも一石を投ず
る時が来ているようです。人として
真価を発揮するためにも、ワーク
ライフバランスについて、もっと話
し合ってもよいのではないでしょ
うか。

早めに計画、通知してチームで意
思疎通を図り、年に一度は長期休
暇をとって下さい。
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特にリーダーの立場にある人がそうすると、
ワークライフバランスを大切にしているとい
う手本を示すことになります。

SNSも個人的な友人と家族に限定し、上司や
同僚からのお友達リクエストは受けないこと
にするなど、公私の別をはっきりとさせるの
も一案です。
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職場の交流は職場のものとし、た
まに仕事仲間と飲食するくらいで
よいのではないでしょうか。
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今年は女子教育や性暴力、女性の健康といっ
た問題をとりあげつつ、ジェンダーによる差
別のない世界のために地球上のすべての人
を敬うことを掲げている点で特に重要です。

私たちは皆、自身の感情や見解、判断、行動
に責任を持たなければなりません。ステレオ
タイプがどんな風に人と人との絆を壊してし
まうのか、目を向けることが大切です。女性
の役割、男性の役割といった観念を広げてい
くことは今や不可欠です。

国際女性デーには100年を超える歴史があり
ます。当初は衣料繊維工場の労働者が主体
でしたが、20世紀後半に入ってから広く認知
されるようになりました。

今日では国際女性デーを祝日としている国
もあります。一方、政府がさほど重視していな
い国もありますし、暮らしの中で女性を讃え
る所や、母の日のような祝い方をする所、盛
大な集会でお祭りのような雰囲気になる所
もあります。

ひとりひとりが自己実現できる社会なら、皆
の力で確かな社会が実現します。誰か一人
でも自分らしさを最大限に活かして成果を
出せたなら、その周りにいる人たちもそうで
きる可能性が高まります。

女性の地位と生活の質が向上すれば、その
効果は連鎖反応を起こし、社会全般に波及し
ます。女性は皆、誰かの娘であり、母や姉妹、
隣人、同僚など、あなたの身近にいる人で
す。平等な世界には、女性だけでなくすべて
の人々に利点をもたらす力があります。
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国際女性デーは毎年3月8日を世界共通の記念日とし、女性の権利
の向上のために活動してきた仲間を祝すものです。今年のテーマは 
#EachforEqual です。1女性であれ、少女であれ、男性あるいは少年
であれ、私たちのひとりひとりが人権を尊重すれば、平等な世界をつ
くることができる、という思いが込められています。

国際女性デー

家族の健康

私生活でも公の場でも、女性をは
じめ誰もが公平に尊重されるよ
う、皆で改善に努めなければなり
ません。

また、明確な目的を掲げたり、女性
の処遇改善のための啓蒙運動やデ
モを組織的に行うことが慣例とな
っている所もあります。 

どんな状況でも、人それぞれに独
自の観点から貢献できることがあ
ります。より多くの女性が他者と平
等な環境で力を発揮できるように
なれば、真の意味で進化をとげら
れる可能性が高まります。

1 “Theme for International Women’s Day 2020 Is 
#EachforEqual.” International Women’s Day, 2 Sept. 2019, 
https://www.internationalwomensday.com/2020Theme. 
Retrieved December 15, 2019.
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ジェンダー間の平等が進んでいる国は経済
的にも高度に発展している傾向があります。
逆に平等な扱いの遅れている国は政情が不
安定で治安も良くない（犯罪率が高いなど）
ようです。女性の役割と男性の役割に上下が
なくなれば、平和や治安、収入といった面に
もその効果が表れるのです。 

生まれたばかりの頃から女児としてどう扱わ
れるかは生涯の可能性を大きく左右します。
女児を抑制することは、女性だけでなく男性
にも害をもたらします。母親や娘、姉妹の力
を奪う社会では、男性も本来の可能性を存
分に発揮することができません。

女性たちの歩みはすばらしい成果を成し遂
げてきました。それは女性のためだけでな
く、社会全体のためにもなっているのです。
世界中のすべての女性の視点やニーズを認
めることで、今日の世界をすべての人にとっ
てより良いものにすることができます。世の
女性が日 し々ていることや、人類の平等など
大切にしている価値観に、感謝の気持ちをも
って寄り添いましょう。
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社会の実力は最も脆弱な構成員で
示される、と言われますが、その通
りではないでしょうか。
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次世代型のデイリーバイオベーシックス ライ
トは、改良された繊維質の混合により、味及
び製品に素晴らしい成果を生み出しました。
新たに開発した特別な製法により、スムーズ
で、なめらか、クリーミーなデイリーバイオベ
ーシックス ライトをお楽しみください 。

心身ともにベストな状態で1日を
過ごす為に必要な、ビタミン、ミ
ネラル、及び繊維質がバランスよ
く配合されています。

デイリーバイオベーシックス ライトは、健康を総合的
に維持する為に必要な飲み物です。

デイリーバイオベーシックス
ライト™

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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脂肪と同様、塩分は何かと悪者扱いされます
が、いずれも健康な体を維持するためには
欠かせない栄養素です。塩分は心臓病や高
血圧に良くないものの、その影響力はかつて
考えられていたほどでもない、という研究が
多数発表されています。例えば、ある研究で
は、減塩食により血中コレステロール値が
2.5％、血中トリグリセリド値が7％微増した、
と報告されています。1また別の研究では、減
塩食を続けた被験者にインスリン（糖を血中
から細胞へ運ぶ働きを司るホルモン）に対す
る抵抗性を生じる可能性が認められた、とし
ています。2 

どの程度で摂りすぎになるかは個人の体質
やライフスタイル、既往症、その他様々な要
因によって異なります。同じ高血圧でも塩分

に敏感ではない人もいます。減塩食で血圧
を下げることのできる高血圧は塩分に敏感
な体質なので、医師の診療を受けながら塩
分の摂取量を監視する必要があります。大半
の人にとって塩は完全に断つべきではない
ものです。ヘルシーに使っておいしい食事を
楽しんで下さい。

私たちの消化管の中では、腸内細菌叢と呼
ばれる生態系が成り立っています。微生物叢
は他の部位にもありますが、規模でも多様性
でも腸内細菌叢の存在は圧倒的です。健康
な人の腸内細菌叢は健康維持に役立つ有益
な微生物が主体となって構成されています。
実は、腸内細菌の働きがないと、消化管も免
疫系もうまく機能することができません。腸
内にいる細菌は体に良いものだけではあり
ません。病気や炎症の原因となったり、食品
から栄養を吸収するのを阻害したりする悪
い細菌もいて、縄張りを争っています。体に
良い細菌はサプリメントのほか、ヨーグルト
やケフィア、サワークリーム、ザワークラウト、
キムチなどの発酵性の野菜の漬物から摂取
できます。体を元気にしてくれる細菌を増や
すことで競争力をつけ、悪い細菌の繁殖を抑
えましょう。

もちろんです！どんな気分や感情でいるか
は、心身の健康に多大な影響を及ぼしま
す。最近、22万5,000人以上を対象としたあ
る大規模な研究で、心臓血管系の疾患リス
クおよび全死因死亡リスクと楽観性・悲観
性の関連性が認められました。楽観的な人
は心臓血管系を悪くする確率も死亡リスク
も低かったのだそうです。3日々意識を物事
や人々、体験のポジティブな面に向け、もた
らされる喜びで満たされていれば、体の健
康を守ることにもなる、と言い換えられるで
しょう。心と体の間には、実際に強い相関性
が存在するのです。楽観的な方に思考を合
わせることは、年を経るほどに若 し々く生き
ていく上で、強力なツールとなり得ます。
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プロバイオティクスとは何です
か。なぜ重要なのですか。

気分が健康を左右するというの
は本当でしょうか。

塩、つまりナトリウムは、筋収縮や
神経機能、血圧、血液量に関与し
ています。人は塩なしでは生きて
いけません。

塩分はどれだけの量で摂りすぎ
になるのでしょう。

1 Graudal, Niels Albert, Thorbjorn Hubeck-Graudal, and 
Gesche Jurgens. “Effects of Low Sodium Diet versus 
High Sodium Diet on Blood Pressure, Renin, Aldosterone, 
Catecholamines, Cholesterol, and Triglyceride.” Cochrane 
Database of Systematic Reviews, September 2011. https://doi.

org/10.1002/14651858.cd004022.pub3.
2 Feldman, R. “Moderate Dietary Salt Restriction Increases 
Vascular and Systemic Insulin Resistance.” American Journal of 
Hypertension 12, no. 6 (1999): 643–47. https://doi.org/10.1016/
s0895-7061(99)00016-3.

3 Rozanski, Alan, Chirag Bavishi, Laura D. Kubzansky, and 
Randy Cohen. “Association of Optimism With Cardiovascular 
Events and All-Cause Mortality.” JAMA Network Open 2, no. 9 
(2019). https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.12200.
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毎日の習慣で善玉菌をしっかり増やして、より健やかに、幸せに！ ◊

Biotic Blast™

よいものをたっぷりと…  
ライフプラスのバイオティックブラストは、科
学的データを精査のうえ、特性や機能の異な
る14の菌株に由来する100億もの善玉菌を配
合しています。消化酵素の正常な働きと代謝
エネルギーの産生を考慮して、カルシウムも
加えました。◊

体のバランスを調整して、より健やかで幸せ
なライフスタイルを手に入れて下さい！ 
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