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■６月の第３日曜日（６/２0）は父の日です。日頃、頑

張っているお父さんの健康を考えて、健康製品を贈りましょ

う！ 脳の健康のために、認知症予防に良いサプリメント

[Ginkgo CoQ10 MAX] [Omega DHA] [Sporiki]を贈っ

てはいかがでしょうか。 

■今月はマグナス製品を１００ドル以上ご購入の皆様にオー

ガニックのナチュラル石鹸（１０ドル相当）をプレゼントい

たします。 

ＤＨＡとＥＰＡは同じ高度不飽和脂肪酸ですが、ＤＨＡは特

に脳の働きを良くする物質として注目され、その効能が世界

各国の研究者、研究機関によって解明されてきまし

た。マグナスのOMEGA DHAはDHA・EPAをバラン

スよく配合した脳のための健康食品です。 

$70 SRP / 90 caps  

GINKGO COQ10 MAX 
$84 S.R.P /90 caps 

●GINKGO CoQ10 MAXはコエンザイムＱ１０をはじめ、

不足しがちな栄養素を最適な比率で配合しました。心臓、

記憶、目が気になる方、免疫力をアップしたい方、血管を

丈夫にしたい方に是非おすすめ致します。 

スッポンは、漢方薬として中国では５０００

年の歴史を誇り、不老長寿の丹薬として広く

知られています。スポリキは８０種類以上の

栄養素を誇るスッポンを生きているまま、マ

イナス１９６度の液体窒素で瞬間冷凍粉砕

し、全体食を実現した製法特許の製

品です｡ 肝機能を強化し、疲労回

復をはじめ、運動や知的能力を向上

させます。又、潤いと艶のあるお肌

づくりに大変役立っているこ

とで、大きな反響を呼んでい

ます。 

●疲れやすい方 ●記憶力に自身のない方  

●エネルギーの欲しい方  ●肝臓が気になる方 

●美肌を作りたい方 ●朝の目覚めの悪い方  

●スポーツマンの栄養補給 ●冷え性の方  

Omega DHA 

SPORIKI 
$160 SRP / 120 caps  

●疲れやすい方 ●記憶力をアップしたい方  

●血行を良くしたい方 ●脳の健康を考えている方  

今月マグナス製品を１００ドル以上

ご注文の皆様全員に、無添加の

お肌に優しく、しかも清掃力にも優

れているオーガニックソープ（１０ドル

相当）を１個プレゼント！石鹸の種

類は色々ありますが、どの石鹸がプレゼントされるかはお楽

しみに！ 一人一回限りです。 

今月のスペシャル 

プレゼント 

≪主 成 分≫ 

●ＣｏＱ１０ ●霊芝 ●イチョウ緑葉エキス 

●ルティン ●ビタミンＢ群 ●ビタミンＣ  

●ビタミンＥ ●ＤＨＡ ●ミネラル  

●レシチン ●亜鉛 ●葉酸 

 脳の健康

のために 



認知症と物忘れ、何が違う？  

もしかしたら認知症かな？認知症の気づきチェックリスト 

    1から10の質問に答え、点数を足してください。 
 
❶ 財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなることがありますか 

 ・全くない＝1点 ・時々ある＝2点 ・頻繁にある＝3点 ・いつもそうだ＝4点 

❷ ５分前に聞いた話を思い出せないことがありますか 

 ・全くない＝1点 ・時々ある＝2点 ・頻繁にある＝3点 ・いつもそうだ＝4点 

❸ 周りの人から「いつも同じ事を云う」などと言われますか 

 ・全くない＝1点 ・時々ある＝2点 ・頻繁にある＝3点 ・いつもそうだ＝4点 

❹ 今日が何月何日かわからないときがありますか 

 ・全くない＝1点 ・時々ある＝2点 ・頻繁にある＝3点 ・いつもそうだ＝4点 

❺ 言おうとしている言葉が、すぐに出てこないことがありますか 

 ・全くない＝1点 ・時々ある＝2点 ・頻繁にある＝3点 ・いつもそうだ＝4点 

❻ 貯金の出し入れや、家賃や公共料金の支払いは一人でできますか 

 ・できる＝1点 ・ほぼできる＝2点 ・あまりできない＝3点 ・できない＝4点 

❼ 一人で買い物に行けますか 

 ・行ける＝1点 ・ほぼ行ける＝2点 ・あまり行けない＝3点 ・行けない＝4点 

❽ バスや電車、自家用車などを使って一人で外出できますか 

 ・できる＝1点 ・ほぼできる＝2点 ・あまりできない＝3点 ・できない＝4点 

❾ 自分で掃除機やほうきを使って掃除ができますか 

 ・できる＝1点 ・ほぼできる＝2点 ・あまりできない＝3点 ・できない＝4点 

➓ 電話番号を調べて、電話をかけることができますか 

 ・できる＝1点 ・ほぼできる＝2点 ・あまりできない＝3点 ・できない＝4点 

      あなたの合計点は 

 

 

＊このチェックリストの結果はあくまでも目安で医学的診断に代わるものではありま

せん。身体機能が低下している場合は、点数が高くなる可能性があります。 

２０点以上の場合は、認知機能や社会生活に支障が出て

いる可能性があります。医療機関などにしてみましょう。      点 

高齢になると脳の機能が衰え、誰にでも物忘れが見られるようになりま

す。「財布をどこにしまったかなぁ？」「明日だと思っていた約束が今日だった」といった経験が

あると思います。人の脳は加齢とともにその機能が老化し、記憶力、判断力、適応力などが衰えて

きますから、物忘れも次第に増えていきます。しかし、これは自然な老化現象で認知症ではありま

せん。歳をとると思い出すまでに時間がかかりますが、「財布をしまったこと」や「約束をしたこと」は覚えています。ま

た、忘れたことに対する自覚もあるはずです。ヒントがあれば思い出すことができ、日常生活に支障をきたしたり、何か症

状が出ていない限り、誰にでも起きる老化による物忘れなのです。 

認知症の場合は物事を記憶する機能が障害されます。つまり「財布をしまったことを忘れる」「約束

をしたことを覚えていない」というように、そのこと自体を覚えられませんから、ヒントがあっても思い出すことができま

せん。例えば、アルツハイマー型認知症では直近の記憶を覚えていられないため、同じことを何度も尋ねたり、食事を摂っ

たこと自体を忘れて何度も催促したりします。しかし、本人は「繰り返している」自覚はありません。このように、記憶す

ること自体が難しくなりますが、過去の記憶は再生できます。ですから、現在を過去と混同し、あたかも現在起きているか

のように、昔のことを話し出したりすることもあるのです。https://www.sagasix.jp/column/dementia/check/ 

＜体を動かす＞ 

■ラジオ体操をする 

■散歩で景色を楽し

む、身体を動かしなが

ら何かを考えること

（例えば散歩で景色を

楽しむなど）は脳の多くの機能を同

時に使います。これが認知症予防に

大変良いとされています  

 

＜十分な食事と睡眠＞  

疲れや、偏食で低栄養

状態になっていると、

脳は十分に機能するこ

とができません。バランスの良い食

事やサプリメントを活

用しましょう。 

 

＜知的活動＞ 

知的活動とは読書や手

工芸、コンピューター作業、趣味や

家事、料理、ボランティア活動など

の社会活動のことを指します。。脳

トレやゲームもこの中に含まれてい

ます。特に手指を使う知的活動は脳

によい刺激をもたらしますし、複数

のことを考える脳トレやゲームは、

複数の脳の部位を同時に使うことが

できますので、実際に非常に有効な

予防法です。  

歳をとると起こる「物忘れ」 

認知症の「物忘れ」 

認知症の予防  

https://www.sagasix.jp/column/dementia/check/


鳥 居 欣 一 

人生の三分の二以上をここ南カリフォルニアで暮らしています

が、未だに「六月」と聞くと、どうしても日本の梅雨を思い浮かべ

てしまいます。ひと月以上も雨がしとしと毎日のように降り続きま

すから、気分がパッとしない上に、猛烈な湿気が不快感に輪を掛

けます。日本の梅雨に余り良い想い出がありません。しかし、日

本人の主食である米の栽培に欠かせないのがこの梅雨なので

す。日本の美味しいお米に目のない私は、梅雨に感謝しなくて

はなりませんね（苦笑）。前に、コロナウイルスは高温多湿を嫌

う… と聞いたことがありますが、梅雨の間に少し落ち着くでしょう

か？ 日本の感染率が下がることを心から祈っています。 

  

さて、人新世 【じんしんせい、ひとしんせい、

英: アントロポシーン(Anthropocene)】 という

言葉をご存知ですか？ 人類が地球の地質

や生態系に重大な影響を与える発端を起点

として提案された、完新世【ホロシーン

(Holocene)】 に続く想定上の地質時代のこ

とです。そして、人間の経済活動が地球表

面の隅々までを覆い尽くし、環境破壊や気

候変動が深刻な時代の真っ盛りが「現代」です。つまり、飽くなき

人類の挑戦のお蔭で、我々はとても豊かで文明的な生活を送る

ことができる時代に生きていますが、自然の流れとは全く反比

例、しかも地球の天然資源は有限ですから、文明の進歩にもそ

ろそろ限界が近づいているのではないか、と警告する声が世界

中のあちこちで聞かれます。水不足、食糧難、エネルギー不足

などが間近であるという学者も多く居ます。それならば、地球を離

れて遥か宇宙へ、という壮大な計画まで始まっています。まぁ、

夢は大きく！とは言いますが、無限の宇宙はスケールが違いま

す。 

 確かに今までは、全ての障害を科学の力で克服してきました。

ところが、今回のコロナウイルス、退治するのに大変時間が掛

かっています。ようやくワクチンが開発され、接種実施の真っ只

中ですが、まだまだ「人間の勝利！」と大手を振って言えない状

況です。人間が自然を破壊し続ける為、自然界でコロナウイルス

の居場所がなくなり、挙句の果てに人間の体を宿主としている、

という説もありますが、まんざらでもない気がします。 

  

何はともあれ、人類はそろそろ自然との調和を真剣に考えなけれ

ばならない時期に来ていると思います。皆様は如何お考えになら

れるでしょうか？ コロナウイルスは、自分達ウイルスが生き延びる

為に色々と変異し、人間にとってはより禍をもたらす強いウイルス

となっています。いずれコロナウイルスが絶滅すれば、また新たな

ウイルスが我々に顔見せすることでしょう。そしてまた犠牲者、ウイ

ルス退治、次の犠牲者、次のウイルス退治… 正に終わりなき戦い

の連続です。私の理想的極論は、人類が自然との調和を優先し

て生きるようになれば、ウイルスも人間に宿る必要がなくなるので

はないか、という考えです。繰り返しますが、あくまで私の理想的

極論です。地球はたったひとつ、そして自然とは決して優しいもの

ではなく、至って厳しいものであることも承知しています。もしも地

球がふたつに分けられ、半分は自然に闘い挑む世界、もう半分は

厳しくても自然を受け入れる世界であるならば、私は後者を選び

ます。 

 ここ数年、小売業の一人勝ちと言われるアマゾンですが、果たし

てそれが好ましいことなのか…と考えると、首を傾げざるを得ませ

ん。有史以来、最強を得た帝国は必ず滅びています。コロナ禍後

のビジネスマップは弱肉強食が更に強まり、格差が顕著になるで

しょう。経営者のみならず、消費者も、損得だけで物事を考えない

方向に頭を切り替えないと、とんだハプニングに見舞われることに

なるかもしれません。物を購入する、美味しい物を食べるなど、全

てが損得とスピードだけで判断されるべきだとは決して思いませ

ん。現代人に不可欠な存在となったインターネットは、検索すれば

欲しい情報が何でも得られ、ましてや関連情報までも親切丁寧に

与えてくれます。確かに便利です。私も認めます。けれど、同時に

味気ないですね…。 

  

 健康情報も、インターネットで頭デッカチの人がたくさん居ます。

宣伝目的の情報も多々ありますから、得た情報を鵜吞みにしない

ように気を付けましょう。それよりも、自分の身体ときちんとコミュニ

ケーションを取りましょう。自分の体調は自分が一番よく知っている

筈です。多くの病気は、その人の生活習慣を聞けば、検査せずと

も大体分かるものです。子供の頃、いつの間にか我が家に住み始

めた猫が居ました。動物とは賢いもので、体調が悪い時は餌も食

べずにじっと丸まって体を休めていました。時々トイレに立つと、

外の草をかじって癒していました。その草は、猫にとっては自然の

薬だったんですね。「薬」という漢字は、くさかんむり（艹）の下に

「楽」、つまり「草を楽しむ」と書きます。人間にとっても、太古の昔

から様々な草が自然の薬として利用されています。自然を破壊し

ないで自然と調和することが如何に大切か、このことからもご理解

頂けると思います。 



 

This material is not intended to be interpreted as a diagnosis or prescription in any way. Information provided here-
in, for example, references to herbs as to their historical uses, may not be used as a substitute for professional ad-
vice or as an alternative to professional medical treatment. MAGNUS ENTERPRISES, INC. does NOT directly or 
indirectly dispense medical advice or prescribe the use of herbs as a form of treatment or assume responsibility if 
you choose to prescribe for yourself without your physician’s approval. 

MAGNUS ENTERPRISES, INC. 

22301 S. Western Ave. Suite 104 Torrance California 90501 

①ブロッコリーは小房に分けて塩熱湯でサッと茹でる。 

＊ブロッコリーは生のまま使用してもOK。②バターとマス

タードを塗ったマフィンにブロッコリーと手でちぎったパ

セリを散らしコンソメ顆粒を全体的にふる。③ピザ用チー

ズを乗せてケチャップとマヨネーズをぬり、カレー粉と粗

挽き胡椒をふってトーストする。お好みでレモン汁をふっ

てお召し上がりください。  

**顆粒コンソメは昆布茶や顆粒鰹だしを使っていただいて

も美味しいです。パセリはたっぷりお使いください。  

【 材 料 】 

●イングリッシュマフィン：1個 

●バター：適量  

●マスタード：少々  

●ブロッコリー：適量 

●パセリ：たっぷり 

●顆粒コンソメ：少々 

●ピザ用チーズ：適量 

●マヨネーズ： 適量 

●ケチャップ：適量 

●カレー粉： 適量 

●粗挽きコショウ：少々  

●レモン汁：お好み量 

認知症予防の脳トレ 

 

答えが出なくても考えるだけで脳は活性化しています。

答えはこのページの上にあります。 

４つの単語の○には同じ漢字が入ります。それ

は何でしょう？  

 

はじめから全てに当てはまる漢字を探そうとして

も難しいかも。当てはまりそうな漢字をどんどん

入れていくのがおススメ。ヒント、全てが同じ読

み方ではないですよ？ 

食     気  

  物     質 

脳トレの答え：品 

カレー（ターメ

リック）とパセリ

は認知症予防にお

すすめ！す。 

https://cookpad.com/cooking_basics/12783

