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②ショッピングサイト（ヤフーショッピング、アマゾン）出店中
 『しらかば農園』で検索！（代金引換・クレジットカード決済）

0120-17-4181

（代金引換・カード決済・分割発送など柔軟な対応が出来ます）

＜ご注文フリーダイヤル＞
～～ インターネットからもお手軽にご注文出来ます ～～

7 　　　　

（税込・
 送料込）

１袋（乾燥８０ｇ×１) １,４３０円
３袋（乾燥８０ｇ×３）２,８３０円

５袋（乾燥８０ｇ×５）４,３６０円

まとめ買いが
お得です！

    菊芋のフラクトオリゴ糖とヨーグルトの乳酸菌の相性の
良い組み合せで、血糖値上昇の抑制、整腸作用、骨粗鬆症
予防、中性脂肪抑制等に期待出来ます。

菊芋のシャキシャキとした食感がたまらない美味しさ

③菊芋らっきょう酢漬け 300g×３ﾊﾟｯｸ     2,680円

２,８００円

・ 飲むタイプ （低脂肪・甘さ控えめ）

※受注生産の為、お届けまでに１週間程度かかります。

国内トップクラスの乳酸菌数 1,600億/100ml（プレーン）④ 菊芋ヨーグルト

150ml×10本入

２,９６０円

・ プレーン （砂糖不使用・菊芋増）

100ml×10個入

※全て限定商品です。在庫の確認が可能な電話かネットでのご注文
　でお願いします。（代引きの場合は別途330円加算）
※菊芋チップス、菊芋ペーストの表記以外の数量でご注文な
　さる方は、お電話で価格・在庫有無をご確認下さい。
※沖縄への発送は＋1,340 円になります。

クール便クール便

・１セット（100g×計 7袋） 3,120円
5,280円
7,560円

・２セット（100g×計14袋）

（税込・クール便送料込）

・３セット（100g×計21袋）

クール便でお届けします

冷
凍
食
品

低温スチーマーで栄養そのまま 美味しさ３倍低温スチーマーで栄養そのまま 美味しさ３倍

(クール便送料込）

②菊芋ペースト
 大好評！ ２袋増量キャンペーン

クール便でお届けします

冷凍食品冷凍食品

冷
凍
食
品

キクイモの風味と栄養をギュっと濃縮①菊芋チップス
皮ごとスライスし乾燥させ、菊芋本来のほんのり甘い味が
楽しめます。そのままおやつ代わりに、お湯を注いで菊芋
茶、お味噌汁、煮物等の具材に手軽にご利用になれます。

好評発売中の「菊芋商品」

合計８ kg･･･
（税込・送料込）

精米白度（玄米、５分、7分、白米）組合せ自由！

10年連続 精米白度
選べます

サービス
米２㎏

真空パック
２回挽精米特栽米

たっぷり

米６㎏（真空２㎏袋×３）購入でサービス米 ２㎏ プレゼント！大
好
評あきたこまち得々キャンペーン実施中！

　「はらいっぺ食べてけれ～」お得なキャンペーンが大好
評です。天日干しで、米本来の旨味と程よい甘みは、毎日食
べても食べ飽きません。厳しい栽培基準に合格した特栽
米は、ご家庭でもご贈答にも喜ばれます。

3,850 円

　この期間に配達ご希望の方は、お早めにご注文 
願います。尚、お盆休み前のご注文は８月１１日（水）
午後３時で締め切りとさせて頂きます。

期間：令和３年８月1２日(木)～１５日(日)

「お盆休みのお知らせ」

菊芋の自然な甘みと風味、栄養価を最大限に引き出した「低
温スチーム調理」によるペーストです。長期保存が効かない
菊芋が、冷凍食品として１年中食べられます。ヨーグルトへ
のトッピングやお味噌汁、スムージーにどうぞ。

（１日の目安は、50～100ｇ）

除草 ・ 撹拌中耕作業

農場だより
『水田の手取り除草』    秋田県 ( 北東北） の梅雨入りは、 平年より 4 日遅い 6 月 19 日に

なりました。しかしながら、 ５～６月上旬は雨や低温の日の多かった
為、田代平農場の畑づくりや種まきに大きく影響が出てしまい、農場担当者は休日返上で畑づくりに取り組みました。。
　 梅雨の小雨が降る中、水田の手取り除草作業が 2 日間行われました。膝まで水に浸かり、腰をかがめた姿勢で
の水田の手取り除草は、広大な畑の草取りに慣れた社員でも体力的にも精神的にも音を上げてしまうほど重
労働な農作業です。腰痛と太ももの筋肉痛で２～３日は、階段の登り降りが苦痛で堪りませんが、農薬を半分
以下に抑えた「特別栽培米」の厳しい生産基準をクリアし、さらに農薬を最低限に抑えるために、手取りによ
る除草と撹拌・中耕作業を実施しています。肥料成分を吸われるシズイやノビエ等の雑草駆除と同時に、丁

寧に根ぎわをかき回します。大規模な稲作では真似できない「撹拌・中耕作業」は、
水田内に新鮮な空気を送り込み、根に酸素補給と刺激を与え、根張りを促進させま
す。稲の周りをかき回すとヘドロ臭がしますが、土中の藁が発酵した有毒ガスを抜
く事で健全な稲の成長に繋がります。重労働な作業ですが、当園の稲作には欠かせ
ない大切な作業です。作業を終えると、やり終えた充実感でいっぱいになります。
また、稲が健康的で生き生きとして見えてきます。
７月の稲作作業は、夏の暑い盛りに田んぼの水を抜いて土にヒビが入るまで乾か
し、稲の成長を調節する「中干し」と穂の籾を充実させる穂肥散布等があります。

　コロナ禍で外出を自粛している人は、筋肉の量が減って
熱中症になり易いと言われています。なぜでしょう？

コロナ禍での自粛生活で、活動量（外出や運動等）の低下
が筋肉の質と量の低下を招いていると危惧されています。
筋肉組織は身体の水分貯蔵庫でもあり、全身の水分の内で
筋肉組織に実に 43.4％の水分を貯蔵しています。筋肉組
織と脱水症には密接な関係があり、脱水状態になると血管
内の水分が減少し、それを補うため、細胞内から水分が血
管内に移動するよう促します。しかし、筋肉量が減ってい
ると、全身の水分の予備備蓄量が低下している事になるの
で、水分補充が出来ずに脱水症への進行が高まり、重篤化
につながる恐れがあると言う訳です。
また、筋肉が痩せてしまうと、水分貯蔵量が少なくなるだ
けではなく、静脈を通じて心臓に戻る血液の勢い（筋ポン
プ作用）が弱くなり、脚のむくみの原因、抹消の循環機能
の低下を招きます。その結果、冷却（放熱）の効果が低下
して、熱中症リスクを高めてしまいます。
　

コロナ禍であっても運動不足にならないよう、室内では
ストレッチや椅子を使った筋トレ、スクワット等、室外で
は十分な感染予防対策を行った上での運動やウォーキング
等で筋肉維持に努めましょう。ネットで様々な室内での筋
トレ方法が動画で紹介されています。ラジオ体操もお勧め！

コロナ禍での活動不足が「熱中症リスク」を高める理由とは？



ホームページにて、しらかば通信、農場日記等
を随時更新中です。ぜひご覧下さい！
　　https://www.sirakaba.site/
または　しらかば農園 検索

熱中症になりやすい人

基本の熱中症対策

熱中症に負けない体づくり（運動・食事）

基本は喉の渇きを感じなくてもこまめに水分・塩分を補給する。室内では扇風機やエアコンで
温度調節し、外出時は日傘や帽子の着用、こまめな休憩と水分補給を心掛けて下さい。

同じ環境にいても熱中症になる人とならない人がいます。また、高齢者における熱中症
の発生場所は住居が４割を超えています。

汗をかきにくい人は体温調整が出来ず熱中症になりやすいと言われています。
感染対策をした上で運動による発汗トレーニングと筋力維持に努めましょう。

　　熱中症の発生は７～８月が最も多い時期ですが、 梅雨の晴れ間や梅雨明けの急に暑くなった時にも多く発生しま
す。この時期は身体がまだ暑さに慣れていないために上手に汗をかくことが出来ず、体温調整がうまく調整できないから
だと言われていますが、 加齢と共に体温調整が出来なくなったり、 喉の渇きを感じにくくなるため、 特に高齢者は気を付
けなければなりません。また、コロナ禍で自粛生活が続き、活動不足が筋肉量を減らす要因となり、熱中症リスクを高め
ると言われています。コロナ禍で１日の歩数が減少したり、 体重が増加した人は特に筋肉維持の為に安全に運動が出
来るよう心掛けましょう。熱中症予防に備えると共に熱中症になりにくい体づくりも大切です。

発汗トレーニングで新陳代謝アップ

切な働きをします。
足の筋力を高める
スクワットなどの
筋トレも筋肉量を
増やし、熱中症に負
けない体づくりに
繋がります。

発汗トレーニング（ストレッチと半身浴）
　若い頃と違い、中高年になると汗が
ベタベタして乾きにくく感じます。
こうした汗の変化は加齢や運動不足
で発汗機能と体温調整機能の低下に
よるものです。汗腺機能が弱くなり、
うまく発汗出来なくなると水分だけ
でなく血液中に含まれる塩分などの
ミネラルも一緒に排出されるためで
す。発汗機能を高めるには有酸素運動
が効果的ですが、高齢で体力が低下し
ている場合は、ストレッチや屈伸運動

　日頃から汗をかく運動を続けま
しょう。早足ウォーキングや踏み台
昇降など汗ばむ運動を１日 20 ～
30 分行う事で、汗腺（かんせん）を
刺激し発汗作用を高めます。また、汗
は血液中の水分と塩分から作られま
す。血液の量と質を高め、血管を丈夫
にする事が大切です。ふくらはぎは
第二の心臓と言われ血液の循環に大

で血行を良くし
筋肉維持に努め
ます。半身浴で
汗をじっくりか
くのも効果的。

　水分補給の面からも食事は朝昼晩
三食しっかり食べましょう。朝食で魚
卵、納豆、味噌汁などを食べることは、
水分と塩分の両方を補給します。
カリウムを多く含む野菜、果物、野菜
スープ、疲労回復ビタミンのビタミン
B1 を多く含む豚肉、うなぎ、青のり
大豆、きな粉、昆布…クエン酸が多く
含まれる、梅干し、レモン、グレープフ
ルーツ、酢の物
を積極的に摂り
ましょう。運動
後 30 分以内に
牛乳一杯を飲む
と血液量や筋肉
を増やします。

健康コラム 中高年 熱中症予防の

水分をこまめに計画的に摂りましょう

入浴前と就寝前
です。必要以上の
水分補給は胃腸
機能を低下させ、
消化不良や体を
冷やす原因にな
ります。

水分補給には何を飲んだらいいの︖
　熱中症対策として、スポーツドリン
クや流行りの経口補水液があります
が、違いは含まれる塩分と糖分の量で
す。スポーツドリンクは糖分が多めで
塩分が控えめです。高齢者の方や糖分
を気にする方は経口補水液がお勧め。
カフェインがゼロでミネラル豊富な
麦茶が一番のお勧め。水や麦茶に梅干
しを足して補給するのも良いです。

我慢せず室内を涼しくしましょう
　室内での熱中症予防には、温度は
28 度以下、湿度は 50 ～ 60％を目
安にしましょう。
節電対策や冷え性で冷房を使いたく
ない人もいるかも知れませんが、冷
房を適度に使うことで室内の温度と
湿度を下げるようにしましょう。
また、扇風機を使ったり、部屋の窓を
二箇所開けて、風通しを良くするこ

　成人は 1 日に 2.5 リットルの水
分補給を必要とします。この内、１
リットルは食事から補給出来るので
残り１～ 1.5リットル分の水分補給が
必要になります。コップ 8 杯 (200ml）
を目安に分けて水分補給しましょう。
熱中症対策としての水分補給のタイミ
ングは、起床後・食事後・お出掛け前後

緑茶やウーロン
茶、コーヒーなど
カフェインが入っ
た飲料やビールは
利尿作用があり、
水分補給に向きま
せん。

とも効果的です。
通気性の良い服を
着る、室内に居て
も 適 度 な 水 分 補
給、すだれを用い
るのも予防効果が
高まります。

高齢者（喉の渇きを感じにくい） 屋外労働、夏のスポーツ、体調不良 コロナ禍１年目（昨年の夏）は︖
　熱中症死亡者の8割は65歳以上で、
家族同居より単身住まいの方、女性より
男性の方が多い傾向です。
高温環境では皮膚温度の上昇や発汗に
よる気化熱で、身体からの放熱量を増や
し体温を一定に保ちますが、特に高齢者
の方は皮膚が温度を感じ
取る感覚が鈍くなった
り、発汗機能の低下によ
り体の体温調整が出来ず
に熱中症になりやすいと
言われています。

　夏のスポーツ、屋外労働など、高温
環境での運動時・作業時に多く起こ
ります。健康な人でも適度な水分補給
をせずに暑い中で無理をすると脱水
症状になりやすくなります。
また、寝不足、発熱、下痢気味、二日酔
い、めまいなど体
調が悪い人や体調
を崩しやすい人は、
熱中症になりやす
い状態です。

　昨年は、6 ～ 9 月に熱中症で救急搬
送された方は全国で 6 万 5 千人ほど
でしたが、一昨年の同時期より 2 千人
少ない結果でした。高齢者の割合が増
加した一方で若年層の割合が減り、重
症度が減った為だと言われています。
また、外出自粛により屋外（外出中）に
起きる熱中症者数
が減った点や軽症
者はコロナによる
病院受診の回避も
挙げられました。

食事（疲労回復効果のある食材を）


