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しらかば通信 5
農場だより
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0120-17-4181

～～ 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 https://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）

県内随一の降雪量と厳寒で知られる十和田湖高原 「田代平農場」 で
は、 ４月に入ってからも降雪と寒い日が多く、 雪解けが平年より遅れ
気味です (4/26現在 )。 ４月末から始まった「春掘り菊芋」の収穫では、 まだ冷たい風と残雪を有しているものの、 ポ
カポカとした春の陽射しが心地よく、 遅い雪国の春の訪れを感じながらの作業になりました。5 月は山桜の咲く頃に
行われる「冬越しゴボウ」の収穫や田植え、畑づくりが始まり、本格的な農作業シーズンに突入します。

『春の収穫始まる』

「菊芋」の春掘り作業

４月に入ってからの収穫は全国的
に珍しいと言われています。雪の下
で越冬した菊芋は一定の温度
（0℃） と湿度で保たれ、 栄養価も高
く、 甘みのあるしっかりとした風味と
味に変化してゆきます。今年は４月
中旬に菊芋畑の除雪を行い、 畑が
乾くと同時に収穫に入りました。

好評発売中の季
菊節
芋 商 品・菊
品
芋商品
①春収穫 生菊芋

「冬越しゴボウ」の収穫

③ 菊芋らっきょう酢漬け
クール便
チルド便

雪国ならではの珍しい 「春掘り菊芋」 です

暖かくなるとすぐに芽を出してしまう菊芋は、春先になる
と流通しなくなります。雪深く春の訪れが遅い雪国ならでは
の早春に収穫した菊芋です。シャキシャキした食感と風味と
旨味、サイズの大きさに自信を持ってお勧めします。
菊芋は、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フラクトオリゴ
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。

昨年は雪解けが早く、 ４月下旬か
ら収穫が始まった 「冬越しゴボウ」 の
収穫ですが、 今年は平年通りＧＷ明
けからの収穫になりました。
晩秋収穫したゴボウ同様に瑞々しく、
ゴボウの香りが強くします。５月から
製造する野菜スープは、 ゴボウの風
味と甘みがより感じられる事でしょう。

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

※菊芋ペースト、菊芋ヨーグルトも販売しております。お気軽にご照会下さい。
インターネット販売でもお取扱いしております。

④ わさび大根

最も辛みが増す 「雪解け」 直後の収穫

② 菊芋チップス

レシピ付

テレビ番組で紹介され、一躍有名になった山わさび（＝わさ
び大根）です。辛さは本わさびの 1.5 倍強く、どんな料理にも
合います。また、食中毒になりにくい抗菌作用が強く、食欲増進
血栓予防効果も高いと言われています。
ツーンと鼻を突き抜ける爽やかな辛味が特徴で、お刺身、肉
料理、蕎麦の薬味、豆腐、納豆の薬味、マヨネーズと合えた
「菊芋の保存方法と料理レシピ」付です
チルド便
「わさびソース」など、工夫次第で色々な料理に使えます。
３㎏…２,９７０円 ６㎏…４,９００円
お勧めは、浅漬けに擦りおろしたわさび大根を入れて、爽
※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
やかな辛さを効かせたお漬物。ご飯のお供、ビールのおつ
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
まみに最高です。
の際にお知らせ下さい。
（ ＋200 円）
極上の辛み
キクイモの風味と栄養をギュっと濃縮

菊芋を皮ごとスライスし乾燥した素朴な保存食です。菊芋
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に使えます！
１袋（乾燥８０ｇ×１) １,４３０円
（税込・
３袋（乾燥８０ｇ×３）２,９１０円 送料込）
５袋（乾燥８０ｇ×５）４,５１０円

価格改定のお知らせ
（令和4年6 月～）
昨今の原油価格の上昇に加え、運送費、電気ガス料金、
副資材など全ての値上がりが続き、大幅に製造コストが上
がっております。特に工場稼働で大量に使用するボイラー
用灯油、各種ダンボール資材、ガラス瓶、農業資材の値上
がりは深刻な経費増加となっており、大変苦しい状況となっ
ております。
当園と致しましても各種経費の切り詰め、徹底した作業
方法の合理化と見直しで、コスト削減を継続して行ってい
ますが、これらの大幅な値上がりを自助努力だけで吸収す
ることは、極めて困難になりました。
つきましては、経営の持続と商品の品質維持・安定供給
を図る為、大変厳しい経済環境で誠に恐縮ですが、6 月よ
り価格改定（現行価格の 3～10％）を申し上げる次第とな
りました。ご愛飲頂いておりますお客様には大変心苦しい
のですが、何卒、諸事情ご推察の上、ご理解を賜りますと
共に、今後も変わらぬご愛顧を賜りますよう重ねてお願い
申し上げます。尚、年間定期購入ご契約のお客様には、４
月より新しい「お届け明細表」を同封しますので、ご確認
願います。5 月末までのご注文は現行価格で承ります。

チルド便

1,900 円（チルド便送料込）

※数量限定品。代金引換のみ販売。別途 330 円
の手数料が加算されます（沖縄＋1340 円）

わさび大根独特の鼻にツーンと抜ける爽やかな辛味と風味は、
揮発性の高いデリケートな食材です。食べる直前に必要な分だ
け擦りおろして使います。擦りたてのフレッシュな贅沢感が楽
しめます。卵かけご飯のアクセントとして最高ですよ

大 好評

※まとめ買いが大変お得です。表記以外の数量でご注文なさる方は
お電話で、価格・在庫をご確認下さい。

わさび大根 ５００ｇ （２～３本程度）

米６㎏（真空２㎏袋×３）購入でサービス米 ２㎏ プレゼント！

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～」毎年大好評のキャンペーンが
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。
また、お好みの精米白度（玄米・５分・７分・
白米）が選べ、組合せは自由です！
12 年連続で特栽米認定されたお米はご贈答
にも喜ばれます。
精米仕立てを

８ kg･･･ 3,７４0 円（税込・送料込）

真空パック！

４月より脱酸素剤を封入！ 鮮度維持しつつ、
より長期保存が可能！

真空パックのお米の保存期間は、常温（30℃以下）で約１年間が目
安ですが、４月から脱酸素剤を真空パックに封入し、お米の酸化を
防ぎ、より鮮度維持が保てます。冷蔵庫で保管する場合は約２年
間が目安となり、虫の発生が無く鮮度を維持した長期保存や備
蓄米としても活用出来ます。これからの季節は、開封後は酸化防
止でペットボトル等に入れて密封し冷蔵庫保存がお勧めです。

健康コラム

「ゴースト血管を防ごう」

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

加齢や不摂生な生活習慣によって血管が衰えてゆくと、 血の巡りが悪くなり、 人体に様々な不調 ・ 弊害をもたらす事
が分かっています。特に私達の健康を左右するのが毛細血管の老化だと言われています。毛細血管は 0.01mm と目に
見えないほど細い血管ですが全身の血管 99％を占めていて、 面積にすると体の中で一番大きな臓器です。しかし、 毛
細血管は老化等によってその働きが衰え、 最終的には消滅 （ゴースト化） してしまい、 万病の元になると言われていま
す。今回は「ゴースト血管」の理解を深め、血管のゴースト化を防ぐ予防法について調べてみました。

ゴースト血管とは？

個人差はありますが、70 代では毛細血管の約４割が失われていると言われています。

私たち人間の血管のうち、９５から９９％を占めている毛細血管。
毛細血管には、小さな隙間があり、そこから血液が微量
ずつ漏れることで、
約３７兆個あるすべての細胞に栄養や酸素を届ける仕組みになっています。
毛細血管は、太い血管から枝分かれして、体中のあらゆる臓器や器官に張り巡
らされています。
すべての血管をつなぐと、数万キロメートルほどの長さになる
と試算されています。
毛細血管自体も、血液が流れ続けることで、瑞々しい状態を保ち健全な状態を
維持しています。
ところが何らかの原因で、血管構造が破綻してしまうと、輸送途
中に血液成分が漏れ過ぎてしまい、末端まで届かなくます。
その状態が続くと、毛
細血管はボロボロになり、最終的には消失してしまいます。
人のいない街を
「ゴー
血流
ストタウン」
というように血液の流れない血管を、
「ゴースト血管」
と名づけました。
血流

＜原因＞ ①加齢による血管の老化、 ②睡眠不足、 ③食生活の乱れ等

健康な毛細血管

ゴースト血管

最近では年齢に関係なく２０～３０代でもゴースト血管のある人が増えています。
それには、睡眠不足、食生活の乱れな
ど、生活習慣が大きく影響しています。
傷ついた毛細血管は、睡眠中に修復されます。
今は若い世代を中心に睡眠不足の人が
多いため、傷ついた血管は十分に修復されず、ゴースト血管につながります。
また、甘いものの過剰摂取や大食いなどの食生
活も血管に負担を与えます。
過剰な糖を摂取した際に体内で生成される成分が、
血管の細胞を傷つけ、
漏れを加速させます。

ゴースト血管の影響とは？

本来の役割が果たせない毛細血管が老化や病気をもたらすと言われています。

骨 粗鬆症

認知症

骨粗鬆症は、関節のクッションに
当たる海綿骨が崩れてしまう症状。
海綿骨の内部には毛細血管が密集し
ていますが、その血管がゴースト化
することで新陳代謝を促すホルモン
や酸素、栄養が十分に
行き届かず、骨が生ま
れ変わる事なく、徐々
に擦り減ってしまい、
骨粗鬆症を発症して
しまいます。

認知症全体の半数を占めるアルツ
ハイマー型認知症は、脳の中にアミ
ロイドβという蛋白質が溜り、正常
な脳の神経細胞を壊して脳を委縮さ
せます。脳は非常に多くの血流を必
要とする為、ゴース
ト化によりアミロイ
ドβが回収・排出で
きなくなると認知機
能の悪化に繋がって
しまいます。

その他（冷え性、 肌の衰えなど）
ゴースト血管で血流が滞ると心臓
からでた温かい血液が、皮膚に届く
頃には冷えてしまい、冷え性の原因
に。
冷えは、便秘や肩こり、むくみな
どを引き起こします。
また、肌の毛細血管が
衰えれば、肌の生まれ
変わりがうまくいか
ず、乾燥やくすみ、吹
き出物等、肌トラブル
が起こります。

※ゴースト血管は病気の治療にも悪影響を及ぼします。がん患者に抗がん剤を投与しても、がん組織の深部まで薬の成分が 吸
収されにくくなると言われています。

ゴースト血管を防ぐには！

基本的な予防法は生活習慣病対策と同様です。血管を鍛えてアンチエイジング！

バランスの良い食事（塩分控えめ）

筋肉を動かし、全身の血流を上げよう

十分な睡眠で毛細血管の修復をしよう

血管に負担を強いる高血圧予防が
大切です。
塩分の摂り過ぎは禁物。
鰹節やこんぶ、干し椎茸で出汁を効
かせ、薄い味付けでも満足感を得ら
れるように“うまみ”成分を使いま
しょう。
また、お酢も減塩対策に有効
です。
その他、毛細血管細胞の接着力
を上げ、漏れを防
ぐ効果がある「シ
ナモン」や「ヒハ
ツ」等のスパイス
や紅茶のルイボス
ティーもお勧めで
す。
シナモンティー

ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれ、
こ
こを鍛える事で全身の血流が上がりま
す。
「かかと上げ運動」は、ふくらはぎの
筋力アップと血流改善に効果的です。
歯
磨き、台所仕事等の合間で手軽に出来ま
す。
ふくらはぎのマッサージやストレッ
チも効果的です。
また、１日 30 分程
度のウォーキング
は体温を上げ、全身
の血流をアップさ
せます。
血流を意識
した運動を心掛け
ましょう。

毛細血管は消えてゴースト化しや
すい半面、血流を通せばすぐに復活
させることが可能です。
但し、血管の
形がいったん消えてしまうと、新し
く作ることは非常に難しく、予防が
重要です。
まずは睡眠を十分とり、毛
細血管を修復させることが大切です。
また、急激な血糖
値上昇は血管の損
傷に繋がりますの
で、
お酒や清涼飲料
水、
缶コーヒー等の
一気飲みは控えま
しょう。

※当園の野菜スープは体を温める 「根菜類」 が中心です。豊富に溶け出た野菜のポリフェノールには血管拡張作用があり、
血液の流れを良くする効果があります。血流改善は免疫を担う白血球の働きが全身に及び、免疫アップにも繋がります。

