couleurs
ク ル ー ル couleursはフランス語で色のこと

野菜の色は、野菜のチカラのあらわれです
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丹羽真清のベジ・トーク

食をデザインする
野菜が体にいいことは理解されるようなってきました。
選べるようになっていただきたい
と、デザイナーフーズ
（株）
丹羽真清社長は語ります。

食材について
知ることの大切さ
メタボが騒がれるようになり、健康的
な食生活には野菜が欠かせない、
とい
うイメージは定着してきました。
しかし、
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さらに一歩進んで、どんな野菜を食べればいいかを知り、
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分子栄養学を学ぶ
健康と食
旬の野菜の機能性を知ろう
一汁三菜を知るために

自分の食を
デザインする

現実の野菜摂取量は減少傾向にあり

「食の薬局」ベジマルシェでは、
7月か

ますから、
もっと多くの野菜を食べられ

ら「食をデザインする」をコンセプトに、

るように、
さまざまな面からのサポートと

新しいセミナーをスタートさせました。野

努力が必要です。同時に、摂取する量

菜そのものにフォーカスした「旬の野菜

だけでなく質についても考えなければ

の機能性を知ろう」、最新の研究成果

なりません。質の高い野菜は、不足する

を知る
「分子栄養学を学ぶ」、食と体の

量をカバーするチカラがあります。

関係を解きあかす「健康と食」、和食の

野菜の質は、
どんな風につくられた
かで決まる、
といっていいでしょう。土づ

チカラのもととなる食材の知識「一汁三
菜をつくるために」の4シリーズです。

くりをしっかりされている畑で、観察力

（裏面の案内もあわせてご覧ください）

のある農家さんが愛情をこめて栽培さ

このセミナーにあわせ、
希望する方に

れた野菜。一般のスーパーマーケット

はクイック検診を受けていただくことが

で買い物をするときに、栽培方法まで

できます。
これは血液から、
「総コレステ

知って野菜を選ぶことは、
したくてもで

ロール」
「LDLコレステロール」
「HDLコ

きません。大安売りの野菜には安い理

レステロール」
「中性脂肪」
という4項目、

由があります。

「肝臓：ALP・AST・ALT・ガンマーGTP・

野菜ばかりではありません。私たちの

総ビリルビン」
「腎臓：クレアチニン・尿素

食卓にのるすべての食素材に共通す

窒素」
「尿酸」｢ヘモグロビンA1C｣。そ

ることですが、育て方、つくられ方が重

の他尿から「エクオール」を調べ、
自分

要です。

の体の状態を知ることができるもので

私たちの体を構成する60兆個の細
胞は、
日々食べるものによって再生、修
復されます。値段の高い安いではなく、
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す。その結果に基づく食についてのカ
ウンセリングとアドバイスもいたします。
自分の体をつくるための食を考える

自分の体の細胞になる食材として選ん

こと、それが食のデザインです。みなさ

でいただきたいと思います。

んがそれぞれの体の状態を知り、
それ
を支え改善する食の知識を得て実践
し、健康な毎日を楽しんでいただけるこ
とを願っています。
（取材：野菜生活研究所 クサマヒサコ）
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野菜のチカラを
徹底研究

ミネラル新知識 ９

カルシウム- 3

カルシウムの話の3回目です。前回は、健康な骨や歯に必要なミネ

摂取量を算出してグループ分けし、大腸がんの発生率を比べたとこ

ラルとしてだけでなく、ビタミンDといっしょに摂ることによって糖尿

ろ、カルシウム摂取の多い男性で大腸がんのリスクが低くなる可能

病を予防する可能性があることを紹介しました。今回は、大腸がん

性が示されました。また、このときビタミンDといっしょに摂取してい

の発症リスクとの関連をお話ししましょう。

ると優位にはたらく、という結果が出ています。

日本人の健康の維持・増進に役立つエビデンスをつくるために、

カルシウムとビタミンDが大腸がんを予防するしくみは、腸粘膜の

国立がん研究センターを中心とした「多目的コホート研究」が行わ

細胞分化を正常化する作用から説明されます。カルシウムは、腸管

れています。これは全国各地に住んでいる約10万人の人々から、そ

内の上皮細胞を刺激してがんの発生を促進する胆汁酸と結合し、

の生活習慣についての情報を集め、10年以上にわたって疾病の発

無毒化する、といわれています。一方、ビタミンDはカルシウムの吸収

症に関する追跡を行って、どのような生活習慣が疾病の発症に関連

に関与しており、このふたつの栄養成分を多く摂ることによって大

しているのかを明らかにしようと
するものです。

腸がんの発症リスクの低下につながると考えられます。
カルシウムは乳製品や小魚だけでなく野菜にも多く含まれていま

2003年、研究成果の一つとし

す。パセリ、モロヘイヤ、バジル、シソ、ダイコンの葉、カブの葉、小松

て発表されたのが、カルシウムと

菜など。ビタミンDはアンキモ、シラス干し、イワシ丸干し、サケなど

ビタミンDをいっしょに摂取した

の魚に含まれます。この組み合わせをしっかり考えながら、毎日の食

場合の大腸がん発症率との関係

をデザインしてください。

です。対象者の食習慣からカル
シウムとビタミンDの1日あたりの

Event Information
8月29日（金）…野菜シンポジウム……（独）農畜産業振興機構
9月7日（日）…「がん治療と暮らしサポーター」研修
………………NPOキャンサーリボンズ

野菜シンポジウム

野菜のひみつ … その美味しさと機能性

Vege Marché は

「食をデザインする」
セミナー情報

いま

2014 年7月
7月から、
「食をデザインする」をコンセプトに、
4つの講座シリーズがスタートします。ぜひご参加ください。

◆8月29日（金）13時30分〜16時30分
◆イイノカンファレンスセンター

分子栄養学を学ぶ 講師：市野真理子

野菜の消費拡大をはかるために、独立行政法人農畜産業
振興機構が毎年開催している
「野菜シンポジウム」。今回は、
野
菜の機能性をテーマに開かれます。
丹羽真清デザイナーフーズ
（株）社長は、膨大なデータに基
づき、
命を支える食の大切さと野菜のもつはたらきについてお話
しします。

健康と食 講師：市野真理子
健康と美しさの源も病の予防にも食。実践的「健美食同源」
を学ぶ。

「がん治療と暮らしサポーター」研修

よりよく食べる … 細胞を修復する食のデザイン

食材、調理法、組み合わせなどを最新の栄養学でわかりやすく解説。

旬の野菜の機能性を知ろう 講師：谷口かおる／新田美砂子
旬の野菜と果物がもつ機能性とそれをいかす調理法を試食とともに紹介。

一汁三菜を知るために 講師：市野真理子／新田美砂子
「一汁三菜」
の組み立て方や基本食材について試食とともに解説。
5 土 15:00〜17:00 分子栄養学を学ぶ

糖質

11 金 14:00〜16:00 旬の野菜の機能性を知ろう トマト
11 金 18:30〜20:30 旬の野菜の機能性を知ろう トマト

◆9月7日（日）11時15分〜12時45分
◆（公財）田附興風会 医学研究所 北野病院セミナーホール

16 水 18:30〜20:30 分子栄養学を学ぶ
17 木 14:00〜16:00 健康と食

健康と食

がん患者のさまざまな悩みや問題点を共有し、
セルフケアや
社会資源をアドバイスして、
必要に応じて専門家につなぐ「がん
治療と暮らしサポーター」
を育てる集中講座。丹羽真清デザイ
ナーフーズ
（株）社長は、
「よりよく食べる」
と題し、60兆個の細胞
を作り、
修復するための食のデザインについて解説します。

19 土 11:00〜13:00 一汁三菜をつくるために

醤油・味噌を知る

NPO野菜と文化のフォーラム主催

野菜の学校2014

7月5日（土）いわき昔野菜 8月2日（土）静岡の「折戸なす」を中心に各地の在来なす
詳しくはホームページへ

http://www.yasaitobunka.or.jp/

糖質

22 火 14:00〜16:00 分子栄養学を学ぶ

糖質

24 木 18:30〜20:30 健康と食

健康と食

26 土 11:00〜13:00 旬の野菜の機能性を知ろう トマト
◆各コース1回 5,000 円
◆お申し込み・会場：03-6277-6474 ベジマルシェアークヒルズ店
◆お得な回数券
（3 回分13,500 円）
をご利用ください。
◆当日キャンセルの場合は、キャンセル料をいただきます。
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