長寿日本の国酒

から言っている﹂と分からせ
ればよいことです︒そう言っ
てやれば︑ほとんどの場合︑
分かるものです︒
部下にモノが言えない上司
であるとか︑部下に抜かれた
くないと思っているような人
は︑いずれにせよ立派なリー
ダーにはなれないのです︒抜

いていく優秀な人をどんどん
育てることです︒抜いていく
人は︑その程度のことはリー
ダーが教えなくてもいずれ抜
いていくのです︒そんなケチ
なことを言っていないで︑自
分の知識やスキルをどんどん
提供し︑組織力を高めること
です︒

ます︒そのストレスの解消に
最適なのが︑やはり適量の日
本酒︒医学博士の関谷政雄さ
んは︑﹁長寿の人のほとんど
がお酒を飲んでいる﹂と説明
しています︒イヤなことはそ
の日のうちに楽しくお酒を飲
んで忘れてしまう︒それと同
時に︑お酒を飲むことで交感
神経が刺激を受けて行動的に
なり︑何かをする意欲をかき
立ててくれます︒
●肩こり・冷えも解消 とこ
ろで血管の収縮は︑血管壁に
沿って分布している交感神経

血液循環高め老化防止
痴呆症の予防にも効果

ことでプラスの効果を生み出 の末端から分泌されるノルエ
していることも説明していま ピネフィリンというホルモン
す︒
の作用によって起こります︒
また独立行政法人酒類総合 ある実験で︑血管に同量のノ
研究所によれば︑清酒酵母に ルエピフィリンと血管の拡張
は﹁ＳＩアデノシルメチオニ を促す物質のアデノシンを振
ン﹂という成分が含まれてい りかける実験を試みたところ︑
て︑これは痴呆症の改善効果 収縮はまったく起きませんで
を持つことがわかっています︒した︒収縮した血管をアセト
●病気の原因・ストレスを解 アルデヒドとアデノシンが拡
消 病気を治すことも重要で 張して血液が流れやすい状況
すが︑なによりも病気になら をつくるのです︒このアデノ
ないようにすることが一番︒ シンは核酸の一種で生物のＲ
健康をむしばむ最大の要因が ＮＡの中に含まれますが︑Ｒ
﹁ストレス﹂だと言われてい ＮＡは他酒類よりも日本酒に
圧倒的に多量に含まれていま
す︒このことから︑日本酒は
ノルエピネフィリンによる血
管収縮を阻止する作用を他酒
類より備えていると言えます︒
この血管拡張作用で︑日本
酒には入浴やマッサージと同
じように筋肉のこりをほぐす
効果があり︑とくに毛細血管
の働きを活性化することが分
かりました︒つらい肩こりは︑
血行障害が起きて筋肉に疲労
物質や乳酸がたまること︑冷
え症は末梢の血管まで血液が
行き届かない状態︒日本酒を
ゆっくり飲んで血行を良くし︑
末梢循環を促進することで︑
肩こりの改善にもつながりま
す︒
︵資料提供／日本酒造組合︶

4
0

デ・ボルトリ ディーン・カベ
ルネソーヴィニヨン︵オースト
ラリア︶
７５０
１６００円︵税別︶

今月の新着ワイン

シュペちゃん へえ〜︑スゴ
イ！
ピノくん スペインはイタリ
ア︑フランスに続いてワイン生
産量は世界第３位なんだ︒国土
は温暖な地中海性気候で︑赤は
テンプラニーリョ︑ガルナッチ
ャ・ティンタ︑白はヴィウラや
アルバリーニョなどのブドウ品
種が有名だね
ネロくん じゃあ︑早速スペ
イン地図を見てね︒スペインで
は全土でワインが作られていて︑
おおまかに分けるとこの６地域
なんだ︒
シュペちゃん どんなワイン
が作られているの？
ピノくん 普通の赤ワインや
白ワインのほかにスパークリン
グワインとして有名なカヴァ︑
それから酒精強化ワインのシェ
リーやマラガなどワイン醸造の
技術革新によって︑フランスの
上級ボルドータイプに似たペス
ケーラやウニコなどスーパース
パニッシュと呼ばれる上質なワ
インが登場してきたことが知ら
れているね︒
シュペちゃん へえ〜︑一回
飲んでみたいなあ︒
ピノくん それぞれの地域の
お話は次回以降で⁝︒では☆Ｃ
ｈａｏ Ｃｈａｏ☆

︵Ｓ・Ｊ︶

私の会社はまさしく人材育
成に力を入れている会社だと
思います︒数年前から年功序
列制もなくなり︑若手でも実
力をつけて成長している人間
を評価してくれる︑やりがい
のある会社です︒
今の世の中の不況から︑組
織全体が力を合わせて抜け出
し︑勝ち組に入っていきまし
ょう︒

ネロくん そうそう︑ハモン
・セラーノと言えば︑ここ何年
かのスペイン・バルのブームな
んかもあって︑２００９年のス
ペインワインの日本への輸入量
は２００８年より ％増えたん
だって！

ワイィンでルネッサ〜ンス！

ピノくん 今回からスペイン
ワインだよ︒
シュペちゃん スペインと言
えば闘牛にカルメン︑それから
サッカー強豪国だし︑生ハムの
ハモン・セラーノ最高！

連 載

スペイン編①
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部下をしっかり育成し︑組織力を高める

六 四

酒の悪酔い防止に効果の
あるウコンが、がんや心臓
病の予防・治療にも効果を
持つ可能性が高い――。医
薬品メーカー「セラバリュ
ーズ」（東京都千代田区）
が1
1月１日に東京都内で聞
いた研究発表会「ウコン成
分クルクミンの多様な機能

組織力を高める がります︒結局︑自分に返っ
ためにも部下の育 てくるのです︒
成が大事です︒リ
年功序列制と終身雇用制は
ーダーの仕事です︒崩壊しつつあり︑成果主義が
﹁人・モノ・カネ﹂ 台頭してきています︒多くの
という経営資源の 若手は転職を視野に入れてい
中では︑人が一番 ます︒だからこそ実力をつけ
重要です︒優秀な ることが大切だと考えていま
会社は人材育成を す︒
怠っていません︒
昔のように学校を卒業して
三角形の要にい いったん組織に入れば︑あと
るリーダーや中間 はエスカレーター方式で上が
管理職も大切です っていくなど思ってもいませ
し︑また現場や最 ん︒実はそこから脱却できな
前線にいる︑顧客 い中間管理職や幹部こそ︑実
に商品やサービスを提供して 力をつけることの必要性に対
する意識が低いのです︒
いる従業員も大切です︒
自分は優れているのに部下
若手は︑自分の実力をつけ
教育の重要性を理解していな て成長したいと願っているの
い人がいます︒組織や組織の です︒だから︑成長のために
一部を自分が動かしていくと 言ってくれるのだったら︑﹁う
いう意識が薄いのです︒部下 るさいなあ﹂とは思わず︑そ
を育てれば︑自分の組織力が の方がありがたいと思ってい
上がり︑その組織の成果が上 ます︒﹁実力をつけてほしい

従業員教育の一つのヒント(22)

ウコン、がんにも有効
世界的研究者が報告
長寿・超高齢社会を迎え︑ た悪玉コレステロールを除去
﹁健康の維持﹂は誰にとって してくれる﹁ＨＤＬコレステ
も大いに気になる問題になっ ロール﹂を増やしてくれるこ
ています︒
適量の日本酒には︑ ともわかっています︒
老人性痴呆症の予防・改善効
気になる病気の一つに老人
果もありますから︑豊かな老 性痴呆症があります︒人間の
後と日常を楽しみたいなら︑ 脳細胞は１３０億個あります
ぜひ日本酒を楽しんでくださ が︑これは 歳を過ぎると減
い︒
少してしまいます︒老人性痴
●老化防止に効果 老化とは 呆症の防止には︑この脳細胞
一般に︑末梢循環が悪くなる
ことと定義されます︒年齢を
重ねるにつれて︑人の血管は
だんだんと硬く細く︑詰まり
やすくなり︑これが心臓病や
重大な疾患を引き起こします︒
ですから︑血管をいつまでも を少しでも減らさないように
若く保つことが︑老化の防止 することが重要です︒新赤坂
につながります︒
クリニック名誉院長で医学博
血管の若さを維持するため 士の松木康夫さんは︑痴呆症
には︑なんといっても日本酒 の予防法に﹁一生脳を使うこ
を適量飲むことが効果的︒日 と︑考えること﹂﹁人付き合
本酒は体内に入ると心臓の働 いよくすること﹂﹁ストレス
きを活発にし︑血液の循環を を解消すること﹂﹁楽しい︑
良くする効果があります︒
愉快な会話を楽しむこと﹂﹁７
さらに︑血液を固まりにく 〜８時間の快眠を心がけるこ
くする働きを持つ﹁ウロキナ と﹂﹁血液をいつもさらさら
ーゼ﹂を増やし︑逆に固まり にしておくこと﹂﹁動脈硬化
やすくする﹁トロポキサンチ を防ぐこと﹂などをあげてい
ンＡＺ﹂を減らす効果が認め ますが︑適量の日本酒が脳の
られています︒血管にたまっ 血管の血のめぐりを良くする

カシスやプラムのフレッシュ
な風味にミントの香り︑凝縮し
た果実とソフトなタンニンが感
じられます︒豚の角煮などの和
食にも相性抜群です︒
デ・ボルトリ ディーン・シャ
ルドネ︵オーストラリア︶
７５０
１６００円︵税別︶

ml

ピーチやメロンなどの熟した
フルーツの果実味︑ナッツやバ
ニラの風味に程良い酸味がバラ
ンス良く溶け込んだ︑フレッシ
ュで飲み心地の良いワインです︒
魚料理や鍋物に最適です︒

ml

と応用研究の最前線」で、
日米の研究者がこのような
報告を行った。
この発表会には、クルク
ミン研究の世界的権威で米
テキサス州立大がんセンタ
ー教授のバラット・アガワ
ル氏らが参加した。
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