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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）
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『野菜スープ製造工場の
メンテナンス作業』

強い冬型の気圧配置で日本海側で記録的な大雪になった今年の冬。
地元秋田県鹿角市では２月に入ると降雪は和らいだものの、連日の厳し
い「しばれ」が続き、最低気温が-18.3℃の日や日中の最高気温が氷点下となる真冬日が２週間続くなど、県内一
寒い地域と言われる鹿角市ですが、これまで経験のない程の寒い冬になりました。野菜スープ製造工場では昼夜
問わず暖房を入れて製造機械・器具の結露・凍結を防ぎました。
農作業のない冬季は、野菜スープ製造工場の様々な工場機械装置の点検や大掛かり
なメンテナンス作業にじっくりと時間を掛けて行なえる時期です。２月は「ディスク型遠
心 分離機」の分解・メンテナンスを行いました。遠心分離機は、野菜を煮た際に出る微細
な野菜クズを強力な遠心力を利用して取り除き、透明感のある野菜スープに「ろ過」する
装置です。遠心分離機の中には、筒状のディスクが100枚以上、重ねられており、１枚１枚
丁寧に時間を掛けて、分解・洗浄を行いました。
３月は引き続き工場内のメンテナンス作業と積雪２ｍを超す農場の「雪の下 菊芋」の収
遠心分離機の分解・整備
穫に向けての除排雪作業を予定しています。寒さが和らぐ雪国の春が待ち遠しいです。
お試し
価格

好 評 発 売 中 の 菊 芋 商 品（ 各 商 品 値 下 げ ・ 増 量 中 で す ！ ）
①生菊芋

「生食用」での出荷はこの時期だけで希少です！

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。
水溶性食物繊維が豊富ですので、煮物では汁ごと戴いて下さい。

⑤ 菊芋ヨーグルト

只今、電話注文限定のお試し価格です！

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。
同じ秋田県内の栗駒フーズさん（牧場の牛乳や健康素材を使った
美味しいヨーグルトで有名）とのコラボレーション商品です。
国内トップクラス

特徴①

プレーンタイプ

乳酸菌数が圧倒的に多い 1600 億 /100ｍｌ

飲むタイプ

1300 億 /100ｍｌ

生乳と乳酸菌を混ぜて発酵する段階で菊芋ペーストを投入し
ているので、菊芋フラクトオリゴ糖をエサにして乳酸菌がよ
「菊芋の保存方法と料理レシピ」付です
値下げ
り活発に発酵・活性化します。他のヨーグルトより圧倒的に
しました
３㎏…２,６８０円 ６㎏…４,４５０円（税込・送料込） 乳酸菌数が多く、腸に届く数が多いと効果も良いそうです。
（ちなみに…ブルガリアヨーグルトで 110 億 /100g）

※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菊芋ペースト

冷凍食品 大好評！ ２袋増量キャンペーン
低温スチーマーで栄養そのまま 美味しさ３倍
冷凍食品

・１セット（100g×計 7 袋） 3,120 円
・２セット（100g×計 14 袋） 5,280 円
・３セット（100g×計 21袋） 7,560 円

クール便でお届けします （税込・クール便送料込）

お味噌汁に
溶かして

ヨーグルトへ
トッピング

特徴② 特保成分「フラクトオリゴ糖」の健康効果

特保成分として知られる「フラクトオリゴ糖」は、
善玉菌を増やす整腸作用、カルシウムの吸収促進、
血糖値上昇の抑制、免疫力の向上、低カロリー（難消化性）、
便臭の軽減、糖質代謝の改善等の機能性が実証されています。
相性の良い乳酸菌との組み合せで相乗効果が期待出来ます。

菊芋ヨーグルト（飲むヨーグルト）

とろ～りとした食感で菊芋が初めての方でも飲みやすい！
少量の甜菜糖を加え、菊芋を初めて食べ
る方でも美味しく召し上がれます。
低温殺菌による牛乳の甘みと菊芋の風味
が感じられる濃厚な味わいのヨーグル
＜菊芋 10％配合（65kcal/100g）＞

スムージー

値下げ

③菊芋らっきょう酢漬け

しました

300g×３ﾊﾟｯｸ

2,680 円

お電話限定価格（代引価格）

菊芋のシャキシャキとした食感がたまらない美味しさ

④ 菊芋チップス

甘さ
低脂肪 控えめ

150ｍｌ×１０本入 ２,８００円（クール便）

キクイモの風味と栄養をギュっと濃縮

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、お湯を注いでキクイモ茶、お味噌汁、煮物等の
具材に簡単便利！
値下げ
１袋（乾燥８０ｇ×１) １,４３０円
しました
まとめ買いが ３袋（乾燥８０ｇ×３）２,８３０円 （税込・
お得です！
５袋（乾燥８０ｇ×５）４,３６０円 送料込）

※全て限定商品です。在庫の確認が可能なお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。

菊芋プレーンヨーグルト（カップタイプ）
菊芋２０％配合

低脂肪 砂糖
低カロリー 不使用

本気で菊芋を健康に役立てたい方へ！
飲むタイプより菊芋の配合量を増やし、
砂糖不使用、低脂肪・低カロリーで、より
健康志向の高い方向けです。
菊芋の風味とヨーグルトの酸味とのバラ
ンスが絶妙です。（53kcal/100g）
お電話限定価格（代引価格）

100ｇ×１０個入 ２,９６０円（クール便）
※受注生産の為、お届けまでに１週間程度かかります。
（指定日不可）
※沖縄への発送は＋1,340 円になります。

健康コラム

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 ！

春のストレス解消法

http://www.sirakaba.co.jp/
または

しらかば農園

検索

春は生活環境の変化や激しい寒暖の差、めまぐるしい気圧の変化の影響で、自律神経やホルモンバランスが崩れやすく
体調を崩す人が多い季節です。それに加え、 コロナの影響で外出の自粛、 仕事、 生活などで不安やストレスを感じてる方も
少なくないと思います。日々の生活でストレスが溜まると心身に様々な悪影響がもたらされることから、 出来る限りストレス
を軽減する事が大切です。そこで注目したいのがストレスに効能のある神経伝達物質「セロトニン」です。

セロトニンとは？

人に安心感を与えたり、気持ちをリラックスさせるなど脳内の神経伝達物質で、
「幸せホ
ルモン」と呼ばれています。

精神を安定させる働き

睡眠の質を保つ働き

別名、幸せホルモンと呼ばれる脳内
ホルモンで、
「ノルアドレナリン（神経
を興奮）
」や「ドーパミン（快感を増幅）
」
と並び、感情や精神面、睡眠など人間
の大切な機能に深く関係する三大神経
伝達物質の1つです。脳は緊張やスト
レスを感じるとセロトニンを分泌し、
ノルアドレナリンやドーパミンの働き
を制御し、自律神経のバランスを整え
ようとします。

夜になると自然に眠くなるのは「メ
ラトニン」という睡眠誘導物質が分泌
される為ですが、そのメラトニンは日
中に分泌されたセロトニンから作られ
ます。つまり、セロトニンが不十分だ
とメラトニンの量
も減り、寝つきが
悪くなったり、睡
眠の質の低下を招
きます。

セロトニンが不足すると･･･!?

セロトニンは、一般に１０代をピークにして加齢により少しずつ機能が低下して
ゆきますが、食事や日常生活の中の工夫で増やす事が可能です。

セロトニンを増やす方法
セ ロ トニンを 作 る食べ物を摂る

日光浴（朝日を浴びる、陽なたぼっこ）

セロトニンは、
アミノ酸の一種
「トリプトファン」
、
ビタミン B6、
炭水化物によっ
て体内で作られます。トリプトファンは体内で生成することのできない必須アミ
ノ酸の一つなので、食事からとる必要があり、牛乳、チーズ等の乳製品、納豆、
豆腐等の大豆製品、卵、バナナ、牛肉、豚肉等の肉類等に多く含まれています。
あわせて、
体内でセロトニン生成を促す「ビタミン B6」も積極的にとりましょう。
ビタミン B6 はレバーやマグロ、カツオ、にんにくなどに多く含まれています。
特にバナナは、トリプトファン、ビタミン B6、炭水化物の 3 つをすべて含んだ
食べ物で、手軽に摂り入れることが出来ます。
＜ビタミンＢ６＞

＜トリプトファン＞
牛乳

＜炭水化物＞
パン

牛・豚肉
ニンニク

卵
豆腐

セロトニンが不足すると脳の機能
低下や心のバランスを保つことが難
しくなります。セロトニン不足は、
ストレス障害やうつ、睡眠障害など
の原因になりうることも知られてい
ます。また、セロトニンは精神面だ
けではなく、消化や排便、体温調節
など、体の様々な働きに関わってい
る為、セロトニンを意識して増やす
生活を心掛けたいものです。

バナナ

リズム運動（単調な有酸素運動）
規則正しいリズムを繰り返す運動
は、セロトニン分泌を高める効果が
高いそうです。運動といっても激し
い運動をする必要はなく、ウォーキ
ングやスクワット、軽い体操、室内で
は踏み台昇降など
がお勧めです。
運動後に爽快感が
あるのはセロトニ
ンの作用によるも
のです。

レバー

カツオ

腸内環境を整える

感情を働かせる（思いっきり泣く・笑う）

ほとんどのセロトニンは腸で作ら
れる事から腸内環境を整える事がセ
ロトニンを増やす事に繋がります。
また、セロトニンの合成には、
「腸内
細菌」の働きも欠かせません。
腸内環境を整えるには腸内細菌のエ
サとなる食物
繊 維 を 積 極 的 ゴボウ 干し椎茸
に摂りましょ
う。水溶性食物
繊維がお勧め
切り干し大根
です。

呼吸を整える（腹式呼吸法）
腹式呼吸は、横隔膜を上下に動かすことで行う呼吸で
す。横隔膜を動かすと神経が刺激され、セロトニンの分泌
が増えるそうです。
①仰向けになり、胸とお腹に手を置く
②両足は肩幅程度に開く
③鼻から大きく吸い込む
④吐く息は口から、ゆっくりと長く
※③～④を 10 回程繰り返す
息を吐いた時にお腹がへこみ
息を吸った時にお腹が膨らむ
のを手で確認する

ご飯

光の刺激を脳が受け取ると、セロ
トニンの合成を始めるスイッチが入
るそうです。起床後に朝日を浴びな
がらのリズム運動が効果的です。
ポイントは「強い光」を網膜に入れる
事です。サングラ
スをしていると
効果はありませ
ん。ベランダや窓
際で 20 分程度
新聞や読書するの
も良いそうです。

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。
「泣ける」映画や小説、漫画、
音楽などの世界にじっくりと浸って
涙を流す事は、セロトニンの分泌を
高め、精神の健康を保つ上で大切な
役割です。
また笑う事も
緊張緩和や血
行促進に効果
があります。

その他（リラックス法）
①大声で歌う（一人カラオケ、車で、お風呂で）
大きな声で歌う事は横隔膜を刺激します。
②読書（リラックス効果と脳の活性化）
③瞑想（自分が落ち着ける場所で目を閉じて深く呼吸します
④リラックス効果の高い飲み物を
⑤41℃以下の温めのお湯
にゆっくりつかって心身
共にリフレッシュ！

