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～～ インターネットからもお手軽にご注文出来ます ～～
①当園ホームページ http://www.sirakaba.site
（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）
②ヤフーショッピング（パソコン・携帯）『しらかば農園』で検索！
（代金引換・クレジットカード決済・ヤフーポイント利用可）

現在、全国に住む「百寿者（百歳以上の方）は、約 8 万６千人。長生きする人

今年もよろしくお願い致します と長生きしない人は何か違うのか･･･様々な研究がなされてきました。

今年、日本で唯一、大規模な長寿研究をしている慶應大学医学部・百寿総合研究センターで、全国各地の高齢者を訪ねた調
査データを基に百寿者の「血液」に関する発見を学会発表しました。その中で、高齢者の寿命を決める血液検査の項目と数
値として、
「NT-proBNP」と「アルプミン」が挙げられ、前者は数値が高いと重度の心不全になりやすく、後者はタンパク
質の一種で栄養状態を示す数値であり、百寿者はこの二つの数値が一般の高齢者より良い数値で、この数値が寿命に直結
しているそうです。百寿者の方は心臓血管系の老化が遅く、血液の循環システムを維持している人で、栄養状態も良く、
しっかりタンパク質を摂っている事が伺えます。具体的な食事や生活習慣として、カリウムが豊富な野菜を多く摂り、日常
生活においてしっかり体を動かしている人、
「肉好き」が多い傾向で、肉以外でも魚や大豆製品を毎日食べている人だそう
です。これまでも様々な百寿者の生活ぶりを伝えるテレビ番組等がありました。山や海の様々な食材にバランス良く恵ま
れ、穏やかで近所付き合いが深く、互いに助け合いながら生活している等、土地柄によるものも多くありましたが、今回の
研究では全国の百寿者の血液数値から分析した長生きの秘密でした。加齢による身体機能低下は避けられませんが、今回
ご紹介した血液の検査数値は、どちらも食事や生活習慣、運動で改善・維持する事が出来るそうです。
「継続は力なり」･･･普段からの積み重ねが大切であり、長く健康で自立した生活を送れる「健康長寿者」を目指したいもの
です。コロナ禍３年目に入り、感染防止と共に改めて現在の生活習慣、食事、運動、心身の状態を見つめ直す良いタイミング
ではないでしょうか。今年も安全・安心な「本物の野菜づくり」と真心を込めた商品づくりで皆様の健康維持にお役
立て出来れば幸いです。本年も昨年同様に、ご支援ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

冬 の「サプリメントキャンペーン」実施中！

あきたこまち天日乾燥米 発売中！

「うがい・手洗い・マスク着用」は外からのウイルス防止
加齢と弱くなる免疫力を維持・高め、抵抗力を強くしましょう︕

手作業での除草、育苗時から極力農薬を使わないように
した、12 年連続の安全・安心な秋田県認定の「特栽米」です。
ご自宅用はもちろん、ご贈答にも自信を持ってお勧めしま
す。天日乾燥米は炊き立ての艶やかさが違いますよ。

マスク・手洗い・うがい等の感染予防が定着し、インフ
ルエンザの流行は例年に比べ抑えられています。
しかしながら、感染予防＋免疫力を高め
る運動や食品の摂取は大切です。
野菜スープと各種サプリメントの相乗効
果で、免疫力を高め、しっかりとウイル
スから身を守りましょう。
お得なキャンペーンを実施中です。詳し
くは、商品同梱のチラシをご覧下さい。

①生菊芋

あきたこまち天日乾燥米

12 年連続

特栽米

精米白度 真空パック
選べます ２回挽精米

・ ６㎏…３,７40 円・ ２㎏…１,６４０円
（真空パック２㎏ ×３） （真空パック２㎏ ×１）
精米仕立てを
真空パック！

（各商品税込・送料込）

※年間定期購入ご契約者は３％引です

天日乾燥米の詳細は、同封されています「お米チラシ」をご覧下さい

好 評 発 売 中 の「 季 節 商 品 」
（価格改定）
キクイモの風味と栄養をギュっと濃縮
「生食用」での出荷はこの時期だけで希少です！ ③ 菊芋チップス

豊富な食物繊維が腸内環境を整え、血糖値上昇の抑制、脂
肪の吸収を抑える効果が期待出来る健康成分「イヌリン」
（植
物で作られる天然オリゴ糖）を多く含む低カロリーな機能性
食材です。血糖値が気になる方、コレステロールが気になる
方や便秘気味の方など、健康を気遣う方にお勧めです。
シャキシャキとした食感と歯応えの生食・生サラダ、肉ジャ
ガ、キンピラ、天ぷら、お味噌汁の具材など、ジャガイモ同
様に普段の食卓に手軽に摂り入れる事が出来ます。
「菊芋の保存方法と料理レシピ」付です

値下げ ３㎏…２,５４０円 ６㎏…４,３２０円
※発送はキクイモの乾燥を防ぎ、品質維持に良い「土つき」でお送り
します。すぐに調理したい方は洗浄済出荷も出来ますので、ご注文
の際にお知らせ下さい。
（ ＋200 円）

② 菊芋らっきょう酢漬け
クール便

令和３年産

300g×３ﾊﾟｯｸ

2,780 円

菊芋のシャキシャキとした食感がたまらない美味しさ

※全て限定商品です。お電話でのご注文をお願いします。
（注文は代金引換のみ。別途代引手数料 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・在庫有無をお確認下さい。
※沖縄への発送は＋1,340 円になります。

菊芋を丁寧に洗浄し、皮ごとスライス
乾燥した素朴な保存食です。
菊芋本来のほんのり甘い味が楽しめ、
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
簡単便利に使えます！
・１袋（乾燥８０ｇ×１) １,４３０円
・３袋（乾燥８０ｇ×３）２,９１０円

④ 紫ニンジン

・５袋（乾燥８０ｇ×５）
４,５１０円

３ ㎏ 3,280 円

通常のニンジンの 10 倍のポリフェ
ノールを含む機能性野菜。肉質は固め
で甘みがあり、スティックサラダなど
生食向きです。リンゴやミカンと一緒
に皮ごと生ジュースにするのが一番お
勧めです。

⑤ 金美ニンジン

３ ㎏ ２,9５0 円

沖縄島ニンジンの改良系。色は鮮や
かな黄色で、肉質は柔らかく上品な甘
味があります。ニンジン嫌いのお子様
でも食べれます。煮物やサラダに美味
しい彩りを加えます。

健康コラム

中高年の 免疫力を高める方法

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！

http://www.sirakaba.site/
または

しらかば農園

検索

免疫とは、 病原菌やウイルスなどの異物から体を守る機能です。免疫力が下がると体を守る力が弱まり、 病気にかかりやす
くなってしまいます。コロナ禍では外出が減り、運動不足や生活環境の変化により免疫力低下や生活習慣病を発症するケース
が問題となっています。また、 生活習慣病など基礎疾患がある人ほど新型コロナの重症化リスクも高まる事から、 免疫力を高
める事は感染症発生を抑制するだけでなく、 生活習慣病やガンなどの予防にも繋がります。加齢やストレス、 自律神経の乱れ
から免疫力は低下してしまいますが、生活習慣を見直す事で回復可能です。今回は免疫力を高める方法をご紹介致します。

免疫力が低下してしまう要因

加齢と不規則な生活、寝不足等によって免疫力は下がります。

加 齢 によ る免疫機能の 低下

その他（不活動、 ストレスなど）

免疫力は 20 歳頃をピークに加齢と共に下がり、40 歳でピーク時の半分
になると言われています。病原体やがん細胞から身体を守る免疫力は「免疫
細胞」が担います。そのほとんどは骨髄の造血幹細胞が生み出しますが、加
齢やストレスの影響により、造血幹細胞の減少や免疫細胞を生み出す働き
が低下してしまい、免疫細胞自体の数が減ってしまうからだと言われてい
ます。また、Ｔ細胞（細菌やウイルス等の異物に反応し、異物を退治するＢ細
胞に攻撃指示を出したり、マクロファージを活性化させて攻撃させる役割
の免役細胞）が、加齢により働きが弱くなる為だと言われています。

免疫力を上げる方法

睡眠不足やストレスは、自律神経
のバランスが崩れ、免役機能の一つ
である、白血球の働きを低下させま
す。
さらに、不規則な生活やタバコや
過度の飲酒等、生活習慣
の乱れが免疫力低下を
招きます。体を冷やす事
も免疫低下に繋がりま
す。

適度な運動とバランスの良い食事、規律正しい生活習慣で免疫力アップ！
野菜スープは野菜ポリフェノールが豊富で自律神経を整え、白血球を活性化します。

体 温を下げ ない
体温が１℃低下で免疫力が 37％下
がると言われています。
これは体温が
下がると血流が悪くなり、血液の中に
免疫機能を持った白血球が集まりにく
くなるからです。
現代人に多い低体温
の原因は筋肉量の低
下と考えられていま
す。
運動量が減ると、
筋肉量や体温、基礎
代謝も下がり、免役
力も低下します。

腸内環境を整える（食べ過ぎ注意）
免疫細胞の 6 ～ 7 割は腸内に存在
すると言われ、さらに腸内には免役細
胞のサポーターとなる善玉菌が存在
します。
腸内環境が良好だと、免役細
胞や善玉菌が活発に働いて免疫機能
が高まります。
運動や十分な睡眠を
心掛け、食物繊維が豊
富な野菜や海藻類を
積極的に摂りましょ
う。
「腹八分目」を心掛け
ましょう。

質の良い睡眠で免疫力が活発化
免疫力を上げるには質の良い睡眠
をとる事が重要です。
睡眠中は副交感
神経が優位になり、心も体も緊張状態
から解き放たれてリラックスする為、
免疫細胞が非常に活発になります。
質の良い睡眠には、
同じ時間での起床、
就寝を心掛け、朝日
を浴びて体内時計
をリセット、寝る前
のＴＶや ス マ ホ は
やめましょう。

入浴で リラッ ク ス、 ス トレス 解 消
ゆっくりと湯船に浸かると、血行
が促進され、老廃物の排出によって
疲労が改善されます。また、41℃以
下のぬるめのお湯にゆっくり体の
芯まで温まると、心身を休め回復さ
せる副交感神経が優位になり、質の
良い睡眠に繋がり
ます。就寝の２時間
前迄に入りましょ
う。
開放的な温泉入
浴は心も体もリフ
レッシュします。

バランスの良い食事を︕
免役機能を活性化し、免役細胞を
多く作りだすには様々な栄養が必要
です。バランス良く食べましょう。
免疫細胞の成分はタンパク質。肉や
魚、卵、大豆製品、乳製品は毎日しっ
かり摂りましょう。
抗酸化作用が強く、免疫力向上の助
けになるビタミンＡ（レバー、緑黄色
野菜、うなぎ等），ビタミンＣ（緑黄色
野菜、芋類、果物）、ビタミンＥ（魚介
類、ナッツ類等）は、積極的に摂りた
い食品です。

思いっきり泣く ・ 笑う
思いっきり泣くと気持ちがスッキ
リするのは誰でも経験があることで
しょう。涙を流す事で副交感神経が
活性化し、リラックス作用があると
言われています。また笑う事で、免疫
機能が 30% アップし、血行促進や
緊張緩和の効
果があります。
笑顔でいられ
ると周囲の人
も笑顔でいら
れますね。

注目のＬＰＳが多く含む食材
LPS とはリポポリサッカライド
の略で、日本語で「糖脂質」です。
LPS は免疫の中心的な役割を担う
マクロファージを活性化させ、免疫
力向上に期待される物質です。
農薬や化学肥料を
減らした穀物や根
玄米ご飯
菜類、海藻に多く含
まれます。玄米やメ
カブ、ワカメ、明日
葉、蓮根、大根、牛 メカブの
蒡、長芋、キノコ類。 酢の物

適度な運動は、 免疫機能の老化予防や活性化に繋がります︕
免疫細胞が正常に働ける体温は 36.5℃。適度な運動は体温を上げ、免疫機
能のＴ細胞やＢ細胞は体温が上がると増える性質があり、１℃上がるだけで免
疫力は最大 5 ～ 6 倍上がると言われます。
運動は週３回、１日 20 分以上を目安に長期間の運動の継続が効果的と言われ
ています。お勧めは、代謝を良くし体温を上げる効果のあるウォーキングなど
の有酸素運動＋スクワット等の筋力トレーニングです。
筋肉は免疫系に深く関係していますので、日々の運動に適度
に取り入れましょう。また、コロナ禍の運動不足対策として、
多くの自治体が手軽に出来る運動プログラムを提供していま
す。
動画を見ながら運動するのも楽しく続けられます。
お勧めは厚生労働省特設サイト「地域がいきいき 集まろう！通
いの場」のご当地体操です。人気は
「青森県むつ市」
らしいです。

