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新しい年のスタートですね。昨年の秋、国民生活の豊かさを示す「人間開発指数」が発表され、日本は世界
で 11 位でした。この国が今、本当に豊かなのかは別として、もっと大変な生活をしている人たちが世界中に
たくさんいるのは事実です。今年は、自分自身の豊かさを追求して「私開発指数」をアップしてみませんか。

ます。夜空を照らす神秘的な光のカーテンを目に
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した人の中に、
「オーロラの音」
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いう方法もあります。

ープの香りが鼻の奥に蘇るかも。とはいえ「エア
湯切り」という競技？を知らない人は多いのでは。
ところが、そこに 30 名もの出場者が全国から集ま
ったというから驚きです。主催者の目の付けどこ
ろが良かったのでしょうか。世の中、どんな所に
楽しむネタが転がっているのかわかりませんね。

静電気が気になる季節
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「東京ラーメンショー２０１０」でのことで

です。静電気でスカー

ると言われ、特に観測率が高いことで知られてい

トが脚に絡みつくとき

ジの上で真似する「エア湯切り」の大会がありま

は、スカートの裾を左

上空では年間約 240 日もオーロラ現象が起きてい

右からひだを折るよう

の目を楽しませます。昨年、その湯切りをステー

に引き寄せ、中央で何

も観測できますが、アラスカのフェアバンクスの

度かクシャクシャ握っ

ン店では、その様子をショーアップして、お客様

てから放すと、静電気

とつでしょう。北極圏の近くならカナダや北欧で

が軽くなって歩きやす

ッザッと振って水気を切る「湯切り」。人気ラーメ

くなります。スカート

一生に一度は見てみたいもの。オーロラもそのひ

の内側に水スプレーと

ゆでた麺をテボと呼ばれるザルですくい上げ、ザ

ポインセチアのお話です。クリスマスを象徴する植物ですが、飾った後のお手入れ次第で翌年以降も楽しめま
す。あの赤い部分は、花でも葉でもなく包葉（ほうよう）という部分です。原産地が中央アメリカのため暖か
い気候を好むので、実はクリスマスの時期は苦手なのです。ですから、冬は室内で楽しみます。就寝中は難し
いのですが、できれば室温が 15 度を切らないようにすることがベストです。ただ、
暖房の風が直接当たるような場所はタブーです。夜には、箱や布をそっとかぶせて保
温をしてあげると良いでしょう。水やりは、与えすぎるとすぐに根ぐされしますので、
冬は３日に１度ぐらいにしましょう。うまく冬を越せたら、４月頃に切り戻しをしま
す。株元（下）から２～３節を残し、上はバッサリ切っても再び新芽が出てくるので
ＯＫです！植え替えは４～５月にし、春～秋には月に１度、固形肥料を与えましょう。
赤色にするにはコツが必要で、９月下旬頃から約 40 日、毎日必ず夕方５時～朝８時まで箱をかぶせて真っ暗
にします。根気が必要ですが、色づくと本当に感動しますよ！失敗しても観葉植物として楽しみましょうね。

ヨーロッパ各国の王室御用達であり、世界の一流

今月のキーワード：cake

シェフも認めるフランスの高級発酵バター、
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お正月といえば「お餅」ですね。英語では“rice

レバター』。世界初のエシレブティックは、東京駅
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から程近い丸の内『ブリッ

というイメージがありますが、お餅のように甘く

クスクエア』の１階にあり

なく、固まっていたりパテ状になっていたりする

ます。清潔感溢れる白を基

ものも“cake”と言います。おせちに使うからか、

調とした店内にはバターの

年末になると価格が上がる「かまぼこ」は“fish

甘い香りが漂い、焼きたて

cake”、カニ肉にパン粉や卵、玉ネギなどを混ぜ

のクロワッサンやマドレーヌなどが並んでいま
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す。色よく焼き込んだ焼き菓子には『エシレバタ

cake”、刻んだジャガイモを丸く固めて焼いたも

ー』が惜しみなく使われ、豊かな風味が口一杯に

のは“potato cake”と言いどれも甘くありません。

広がります。発酵バターの特徴である軽い酸味や
香り高さを味わうには、やはりシンプルにバター
そのものをフランスパンと一緒にいただくのがお
勧めです。クリームのようなフレッシュで軽い味

世界で一番大きい湖は『カスピ海』で約 37.4 万平

わいは、無塩と有塩、どちらも甲乙つけがたいお

方キロメートル。二番目は、アメリカの国境にある

いしさです。ポプラの木のバスケット入りは、贈

『スペリオル湖』で約 8.2 万平方キロメートル。一

りものやパーティの差し入れにもぴったりです。

番のカスピ海は日本の国土とほぼ同じ大きさです。

寒くて夜が長いこの時期は、テンションが下がってネガティブな気分になりやすいようです。でも、せっかく
新しい年を迎えたのですから、ポジティブな気持ちでいたいですね。そんな時によいのは、香りを嗅ぐだけで
心を温めてくれる精油「ジンジャー」です。食べれば身体を温めてくれるジンジャーですが、その香りは心を
ぽっかぽかさせてくれるのです。
「明るく元気にがんばろう！」って、自然にそんな気分を作ってくれますよ。

祖父はここ数年、年賀状一覧表を作っている。カレンダーの裏で作
る一覧表には「年賀状」と「喪中ハガキ」の欄があり、それぞれに
年賀状を出した人、喪中ハガキをいただいた人の名前を書いてい
る。そして今日、祖父は今年届いた年賀状を見ながら一覧表に印し
をつけていた。年賀状が来た人には年賀状の欄に「○」。来なかっ
た人には「●」。お正月の慌ただしさが一段落した頃に、これをす
るのが毎年の日課になったと笑う祖父は、もうすぐ 87 歳になる。
当初は 30 人ほどだった年賀状欄の名前が去年は 23 人で、喪中ハガ
キの欄には２人の名前を書き足したようだった。年賀状のやり取り
だけの付き合いだったと思うが、去年の１２月、年賀状より一足早
く喪中ハガキが舞い込んだとき、祖父はハガキに向かって手を合わ
せていた。２人は祖父の戦友だった。
こたつの上に今年の年賀状を並べ、一覧
表とにらめっこで印しをつけている祖
父の後ろ姿は、ここ数年でずいぶん丸く
なった。
「おじいちゃん、そんなかっこうしてる
と肩がこるよ」
こたつに顔がつくほど前かがみになっ
ている祖父に声をかけると、うつらうつらと居眠りをしている。そ
の背中に半纏（はんてん）をかけながら、すでにまとめられた一覧
表が目に入った。「２０１１年」の年賀状欄に●がひとつついてい
る。鉛筆で頼りなげに塗りつぶされた黒丸が、祖父の背中をいつも
より丸くしたのだろうか。●を見ながら思う。
どうかお元気でありますように、と。

【今月のコレが気になる：マッサージクッション】
会社から帰ったらゆったりとソファに座り、このクッションを腰の下
に敷いてスイッチＯＮ！「あぁ～仕事のミスなんか飛んでいく～」。
それからお次は、疲れの溜まったふくらはぎの下へ。２つの玉が上下
に揉みほぐしてくれるので、足が軽くなります。そして肩と首の下に
置いた頃には、気持ちよくて起きてはいられない。手放せませんよ♪

地味な努力が実を結ぶ

悩みが解決できる月。
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うと更に運気アップ！

【今月のよく見かける言葉：成年後見制度】
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人を保護・支援するために２０００年から始まった
制度。財産の管理や遺産分割、各種契約において不利益を被らず、権利が守られるようにするのが目的。家庭
裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、判断能力があるうちに自分で後見人を選ぶ「任意後見」とがある。

「エコ」で「節約」で美味しい～

大人にこそ観てほしい

『はじめてのおうち野菜―おいしくて安心な野菜

『トイ・ストーリー３』（２０１０年／アメリカ・

を作ろう! (別冊すてきな奥さん)』（岡井路子／主

アニメーション映画）。前作から 11 年ぶりの公開と

婦と生活社）。タイトルのとおり、自宅で野菜を作

なる今作は、おもちゃのウディやバズと、少年から

るためのガイド本なのですが、とにかくお手軽で簡

青年に成長したアンディとの悲しくも優しい別れ

単。使う道具は紙コップやペットボトルなど、普段

の物語。今回もドキドキハラハラ

から家にあるものや 100 円ショップ

のおもちゃたちの大冒険シーンは

で揃うものばかりです。キッチンの

満載。ウディたちとアンディが、

窓際やベランダで、日々成長を楽し

それぞれ新しい世界に旅立つ感動

みながら育つ野菜を食べる。そんな

のラストには心が「ほわっ」と温

豊かな時間も素敵ですね。
（書籍）

まることでしょう。
（ＤＶＤ）

近頃は様々な美味しい「鍋スープ」が売り出され
るようになりました。しかし、湯
豆腐や鱈ちりといった定番も捨て
がたいものです。そこでこの冬は
ポン酢にこだわってみるのはいか
がでしょうか。ポン酢しょうゆ『うらら香』は、
大阪和泉にある老舗割烹「信太山冨久鮓」の、お
客様の要望から商品化されたそうです。醸造酢を
一切使用せず、夏一番に獲れた「かぼす」をたっ
ぷり使用、秘伝のブレンドで仕上げた絶品です。
（『うらら香』３本セット 3150 円～／送料別）

おしながき：メタボにやさしい『めんたい花寿司 ＆ ふくさ寿司』
兎にも角にもビジネスマンは体が資本！

【材料】２人分

【つくり方】

固めに炊いたごはん
400ｇ
米酢
大さじ３
塩
少々
はちみつ
小さじ１
みりん
大さじ１

1.卵はよく割りほぐし、片栗粉、
みりん、水、塩を入れて、な
めらかになるまで混ぜたら、
フライパンに油少々を敷いて
余分な油を拭き取り、そこに
流し入れ薄焼き卵を８枚焼く
2.固めに炊いたごはんに、米酢、
塩、はちみつ、みりんを一煮
立ちさせた寿司酢をかけて混
ぜながら粗熱を取り、皮を取
り除いためんたいこを混ぜ合
わせる
3.1.の薄焼き卵で 2.のめんたい
寿司飯を巻いたものと、サラ
ダ菜の真ん中に寿司飯を置い
て花のように包んでいくらを
のせたものの２種類を作る

そこでこのコーナーでは、料理研究家
の安井レイコ先生に、手軽に作れ、尚
かつ、メタボリックシンドロームとは
まったく無縁のパワーレシピをご紹介
していただきます。ヘルシーな一品で、
明日への英気を十分に養ってください。

卵
片栗粉
みりん
水
塩
めんたいこ
三つ葉
サラダ菜
いくら（甘塩）

【会社に一体感を生み出す「物語」

２個
小さじ１
大さじ２
大さじ２
少々
80ｇ
適量
適量
適量

～物語コーポレーション】

昨年、劇的な展開でベスト 16 に進出したサッカーの日本代表。日本中が「日本のワールドカップ」という物
語に酔いしれ、まるで自分も一緒に戦ったような一体感を味わった人もいるでしょう。サッカーはチーム力で
戦うスポーツだと言われます。自分の役割に自覚と責任を持った選手が集結すれ
ば、自然と結束力の強いチームが誕生するでしょう。今回のワールドカップで私
たちが目にしたのは、控えも含めた代表選手一人ひとりがチームを作り上げてい
く物語でした。その結束力が生んだドラマを選手と観客で共有し、あの一体感が
生まれたのです。
同じことが会社の経営で実現できたら、その会社は非常に強いチームとなるでし
ょう。そんな会社が現にあります。焼肉やお好み焼きなどのチェーン店を全国展
開する物語コーポレーションは、長らく沈滞ムードが続く外食産業にあって４期
連続で増収増益。厳しい環境変化を勝ち抜いている理由は会社全体の「一体感」にあるようです。平均年齢
30 歳の若い社員たちに社長の小林佳雄さんは「自分物語」を作り上げるように言います。自分で意思決定を
して行動する、それが「自分物語」
。各店舗の店長に年間予算まで仕切らせるのは「店長は社長」という考え
方で自分物語を作って欲しいからだそうです。
「自分物語」を作り上げられる自立した社員が集まれば、どこにも真似できない「会社物語」が自然とできる
はず。小林さんはこれを「人“財”力」と呼び、わが社の強みだと強調します。

【一瞬で棒グラフを作成できる技！】
エクセルの特徴的な機能に、グラフ作成があります。今回は、よく使用する縦棒グラフを一瞬で描く方法をご
紹介します。一瞬でグラフ化するので使える機能は限られていますが、後でカスタマイズも出来ます。全体を
ざっと把握したい時などにとても便利な機能です。
ファンクションキーを使って縦棒グラフを描く方法
（１）グラフ化したい数値（表）をドラッグして選びます。
F11

（２） F11 を押すとグラフ用の新しいシートが作成され
縦棒グラフが表示されます。
（３）必要であればグラフツールの、 グラフの種類 や
グラフのオプション で、カスタマイズする。
（解説仕様：Excel2003）

【今月の名言：「競争を通じて自分を磨け」】
今年、ノーベル化学賞を受賞した根岸英一氏（米パデュー大学特別教授）が先日、NHK のインタビューで
語った言葉です。およそ半世紀前に渡米した根岸氏は、研究者として競争に挑み続け、歴史に残る発見を
することに成功しました。競争といえば、勝敗ばかりを気にしてしまいますが、ここでいう競争は、決し
て他人を打ち負かすことが目的ではありません。「自分を知り、自分の能力を伸ばすために競争という仕
組みを利用しなさい」という意味です。自分の強み、弱みは何か、実力はどれほどのものか。これは一人
でいてはわからないものですが、競争にさらされたとたん明白になります。そして、人に勝ちたいと思う
からこそ懸命に努力をします。
「他者と競い合うなかで自分自身を冷徹に見つめ、何をすべきかを見極め、
ただひたすらに励むこと」これが真の競争であり、勝利以上の大きな果実を確実に手にする方法なのです。

背骨も心もまっすぐに！ えだまめ接骨院
１.左上、４番目の連凧の形 ２.右上、洋凧の目か
ら涙 ３.左中段、やっこ凧をあげる子どもの歯の
位置 ４.中央中段、やっこ凧の足の靴 ５.右中
段、鉄橋を走る電車が車に ６.左下、子どもの横
を走る犬がくわえる骨 ７.中央下、ベンチに置か
れた洋凧の目の開閉
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