
しらかば通信 ２０２３

Vol.254月号

https://www.sirakaba.site①当園ホームページ

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）
　　　　

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

今年もよろしくお願い致します
　日本人は「ランキング好き」です。テレビ番組ではランキング番組が
数多く存在し、「好きな芸能人」「美味しいラーメン店」など、様々な順

位が公表され話題になります。今月の健康コラム（裏面）は「健康寿命日本一の大分県」の取り組みを紹介してい
ますが、３年に１度のランキング発表時には各関係者は一喜一憂しているはずです。我が秋田県も「健康寿命を日
本一」を目指し官民一体となった健康づくり活動を実施していますが、最新の健康寿命ランキングは前回調査時
より順位を上げたものの、男性 26 位、女性 15 位と全国平均並みでした。
　そこで、何か全国１位がないかと調べてみると、「自殺者数」 「老齢化率」 「人口減少率」 「脳梗塞死亡者」などマ
イナスイメージが強いものばかり。中でも都道府県別幸福度ランキング 47 位の結果には正直がっかりでした。
良いイメージの１位は「全国学力テスト」「持ち家・一戸建て率」「スギ人工林面積」 「70 歳以上働ける企業割合」

「理容室・美容室の数」、「睡眠時間」、「献血率」等々。嬉しかったのが数ある温泉地の中で「乳頭温泉郷」が４年連
続１位。不思議なのは「葉物野菜消費率」が１位なのにドレッシング消費率は 47 位。これは、地元で採れる野菜が
美味しい証拠なのかなと前向きにとらえます。中には「小学生家庭内会話率１位」など秋田の家庭らしい、微笑ま
しくなるランキングもありました。様々なランキングを通し、本県の土地柄や県民性が見えてきます。
　秋田県は雪深く寒いが大自然に囲まれ、清らかな水が豊富で農業が盛んで資源的にも恵まれています。食文化
も豊かで、お米も地酒も美味しい。恵まれた土地だから競争心もなく、のんびりしている。素朴で心優しい人が多
く、子供を可愛がり、広い土地に一戸建て住宅に住んでいて、全国一の睡眠時間と休養時間を誇ります。
よくも悪くも１位が多い秋田県ですが、もっと秋田を知って、もっと好きになれば誰かが決めたランキングで不
甲斐なく思うのではなく、自分なりの指標を持って幸福度、住み続けたい土地として変えてゆければと思いました。
　昨年は様々な資材・光熱費の値上げに加え、天候不順や人手不足もあり大変苦しい１年となりました。今年は前
向きな気持ちを持って、安全・安心な良い商品、本物の野菜づくりに精一杯心血を注いでゆく所存です。野菜スープ
を皆様の健康づくりにお役立て下さい。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。

　当園自慢の大根や健康効果の高い野菜の詰合せセットを限定販
売しています。

＜セット内容＞ 
　・大根　　・赤大根　　　・薬味用大根
　・ゴボウ　・バターナッツ南瓜
　・ヤーコン・４色ニンジン・菊芋等を予定
　※発送日は当園の指定日となります。　　

あきたこまち天日乾燥米

（各商品税込・送料込）

※年間定期購入ご契約者は３％引です

令和４年産

（真空パック２㎏ ×３） （真空パック２㎏ ×１）
・ ２㎏…１,７８０円

精米仕立てを
　真空パック！

13年連続 精米白度
選べます

真空パック
備蓄米/長期保存特栽米

新
米

※精米白度が選べます （玄米・５分づき・７分づき・白米）

※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。沖縄への発送は＋1,340 円になります。

「生食用」での出荷はこの時期だけで希少です！

※発送は菊芋の乾燥を防ぎ、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や漬物を作る方は洗浄済が簡
　単便利ですので、ご注文の際にお知らせ下さい。（＋200円）

※代金引換のみで、別途 330円の手数料が加算されます。

「保存方法と料理レシピ」付

「生食用」での出荷はこの時期だけで希少です！

無農薬・有機栽培 生菊芋

３㎏･･･････２,８４０円
３㎏(小粒）…２,５６０円
６㎏･･･････４,６９０円

※沖縄への発送は＋1,340円

(

全
て
税
込
・
送
料
込
）

冬の「サプリメントキャンペーン」実施中！

　マスク・手洗い・うがい等の感染予防が定着し、今のと
ころ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、感染予防には十分な睡眠
と適度な運動に加え、免疫力を高める食
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。

「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︕

「生食用」での出荷はこの時期だけで希少です！①生菊芋

④ 紫ニンジン

    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。

菊芋のシャキシャキとした食感がたまらない美味しさ

② 菊芋らっきょう酢漬け 300g×３ﾊ゚ ｯｸ     2,890円

　　　　　　　　3,000円③お得な野菜詰合せセット

クール便クール便

好評発売中の「季節商品」（価格改定）

　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、1３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。

あきたこまち天日乾燥米 発売中！

　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。

　３ ㎏　3,５80 円

・ ６㎏…３,８７０円



健康寿命日本一「大分県」に学ぶ
ホームページにて、しらかば通信、農場ブログ等
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

　令和３年１２月に厚労省から発表された健康寿命の調査では、 男性の健康寿命全国１位 (73.72 歳 )、 女性全国 4 位
(76.60 歳）と飛躍的に順位が延びた大分県。その理由には健康寿命が最下位だった十数年前から、 大分県民総ぐるみ
の健康づくりへの様々な取り組みが軌道に乗ってきているからだと言われています。（全国平均 ： 男性 72.68 歳、女性 75.38 歳 )
私達の寿命は延び続け、今では「人生１００年時代」に手が届こうとしています。しかし一方で、自立した生活を送れる期
間「健康寿命」が平均寿命より男性で約９年、女性は約１２年も短いと言われ、これは支援や介護を必要とする等、健康
上の問題で日常生活に制限がある期間が平均で９～１２年もあると言うことです。長い人生、いつまでも元気に過ごすた
めには「健康寿命」を延ばす事が大切です。今回は健康寿命日本一となった大分県の取り組みをご紹介致します。

※その他として、高齢者の介護予防活動や交流を楽しむ「通いの場」の普及、由布院・別府温泉など温泉大国らしいリフレ
　ッシュ方法の提供、従業員の健康を促進する地元企業の認定制度など日本一に向けて県民一丸です。また、大分は疲労
　回復や抗酸化作用が強い「ニラ」の全国有数の産地。ニラ、干し椎茸、県を代表する魚「アジ」も多く食べられています。

　徳間書店から出版されている「100 トレ」は、医師とトレーナーが考案した人生 100 年
時代の新健康体操を提案しています。一生自分で「歩く」、「食べる」、「出す（排泄）」を持続出
来るよう、自宅で出来る健康体操を付属の DVD やＱＲコード動画を見ながらトレーニン
グが出来ます。

健康コラム

大分県の取り組み
　従来の健康分野の枠を超えた幅広い連携・協働の関係を構築し、県民あげての健康づくりで
男女共「健康寿命日本一」を目指す大分県の様々な取り組みとは？

　平均寿命は延びても、男女平均で約１０年は要介護か寝たきりになるのが現状。
そこで１００歳になっても自立して生きるために考えられたのが「１００トレ」です。

課題① 塩分摂取量が多い

課題② 野菜や果物の摂取不足

課題③ 運動習慣がない

　平成 22 年調査で平均寿命と健康寿命の差が、男性 10.21 年で全国ワース
ト 1 位。女性 13.72 年でワースト 3 の結果に衝撃を受けた大分県。
大分県民は 50 歳を過ぎると日常生活に支障をきたす割合の人が多く、若い
世代からの健康づくりと 75 歳以上での要介護者の急増に対して介護予防の
政策が急務とされました。医療や介護が必要な期間が長い為、医療費全国４
位の結果もあり、そこで「健康寿命日本一の実現」を目標に県民参加型の健
康づくり運動をスタート。その中で平成 28 年に実施した「県民健康意識行
動調査」から、県民の健康を妨げる「３つの課題」が浮き彫りになり、様々
な施策の柱としました。

１日の塩分摂取量の国の示す目標（男性8g女性7g）を
達成できている者の割合が男女共 1% 台と極めて少ない

（特に若い男性が塩分摂過ぎ）

国と県の目標摂取量（野菜 350ｇ、果物 100ｇ）を
達成している割合は男女共 3 割以下だった

運動習慣のある者の割合男性４割、女性3割と少ない）

　健康寿命日本一を実現するために
多種多様な業種の団体や業界の大企
業、地元企業等に呼びかけ、官民一
体となる「県民会議」を平成 26 年
より開催。参加企業は物資、人材、技
術、情報、媒体、資金提供など様々な
形で「健康づくり」に連携・協働し

健康寿命日本一応援企業登録制度

　県が開発した健康アプリ「おおい
た歩得」は、日常のウォーキングや
健診などによってポイントを貯め、
ポイントが貯まると、県内協賛店で
特典が貰えたり、市町村で商品券や
健康グッズが貰えるスマートフォン
アプリです。県民ダウンロード数は
7 万件以上で楽しみながら歩き、運
動不足を解消出来ているそうです。

　健康的な食環境の整備を目的に「旨
味を持つ食材を上手く活用した塩分
控えめの美味しい食事」の普及を進
めるプロジェクトを展開。
うま塩メニューを開発し、レシピ集
提供や学校給食に導入。また外食・
中食の事業者が「うま塩メニュー提
供店」として 200 店舗近く登録し
ている。県産の旨味を持つ食材（乾

　若い世代の野菜摂取量増加を目指
し、県内の主要スーパー 90 店舗や
コンビニ 467 店舗と連携した一斉
キャンペーンを展開し、各店舗の売
り場にポスターやのぼり、POP 掲載
やレシピブックの配布を実施。

まず野菜、もっと野菜
　　　　　プロジェクト事業

椎茸、かぼす）
を使ったうま塩
レシピは大分県
HP でチェック
して下さい。

おおいた歩得

大分県の抱えた課題と背景

うま塩プロジェクト
　　推進事業 野菜不足

健康寿命を延ばす１００トレ（書籍）

そのトレーニングは、自力で歩く力を維持する「脚トレ」、自分で食べるための「口トレ」、
自力でトイレに行くための「骨盤トレ」の生きていくのに必要最低限かつ重要な３つの力
を維持・鍛える方法が紹介されています。各エクササイズの回数は目安で、最初は各種目
１回でも OK だそうです。無理せず体力と相談しながら行う事が出来ます。
加齢による運動量の低下で、筋肉量は運動しないと 40 歳過ぎから年間約 1％ずつ減少し、
70 歳を超えるとさらに減少が加速すると言われています。加齢と共に筋力は衰えてしま
いますが、トレーニングを 10 年、20 年と継続する事によって「健康寿命」を延ばす体
づくりに繋がります。この冬、室内で出来る「健康寿命を延ばすトレーニング」として、
とり入れてみたらいかがでしょうか･･･。定価1,760円（税込）

ています。
大手企業の健康づ
くりイベントも多
く開催され、県民
７人に１人が参加
するまでの広がり
をみせています。

実際に毎年平均歩数が
増加しているようです。
また、うま塩メ二ュー
提供店スタンプラリー
や温泉めぐりなど、イ
ベント連携や健康特典
が豊富です。

若い女性が思わず
食べたくなるよう
な仕掛けのＰＲ動
画を作成し、レシ
ピサイトやＳＮＳ
に配信するなどの
取り組みを実施し
ている。

運動不足 （あるとっく） 塩分過多・食生活


