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■ようやく、ワクチンも進みパンデミックの出口が見え

てきましたが、まだ油断できません。手洗い、マスク、 

3密を避けてお過ごしください。 

■今月は女性に嬉しい製品「FEMISE PLUS」のスペ

シャルです。「フェミゼプラス」には女性には不可欠な

女性ホルモン 『エストロゲン』の役割をする自然の成分

がバランス良く配合されています。 

$80 S.R.P /120 caps 

今月のスペシャル 

高品質なハーブをブレンドし、女性ホルモン
のバランスを整えるフェミゼプラス。更年期
障害はもとより、老化防止、若返りには欠か
せない自然のエストロゲンの役割をします。 

 
Ｌカルトップは、天然発酵法で作ら

れたL型発酵乳酸カルシウムに骨

の健康をサポートするビタミン

Ⅾ、K２、ミネラルを配合したカ

ルシウム製品です。水に大変溶けやすいた

め効率よく吸収されます。一日に１０粒～

２０粒を目安にお摂りください。 

Lカルトップ 

自然のエストロゲン 

【ざくろ】 

自然の「エストロゲン」といわ

れ、女性ホルモンの減少で起き

る更年期の症状を

改善。 

【イソフラボン】 

女性ホルモン「エ

ストロゲン」に似

た働きで骨粗鬆症やガンの予

防、また更年期

の不快な症状を

軽減。 

１９５１年、植物学者の大賀一郎博士が地元の住民と千葉県の花見川下流ので遺

跡の発掘調査を行った時、３粒のハスの実が発掘されました。博士は発芽育成を

試み、うち１粒が発芽に成功。翌年７月にピンクの大輪の花を咲かせ、米国ライ

フ誌に「世界最古の花・生命の復活」として掲載されました。その種は２千年前

のものだと推定され、千葉県の天然記念物となり、千葉公園や府中市「郷土の森

公園修景池」などで育てられ、人々の目を楽しませています。 

（資料提供：若尾龍彦） 

【ブラックコホッシュ】 

女性ホルモンのバランスを

整え、ヨーロッパでは古く

から女性のために使用。 

【月 見 草】 

γリノレイン酸とリノレイ

ンが多く含まれ、更年期障

害の改善やＰＭＳ、また美

肌、安眠に役立つ。 

【マ カ】 

疲労回復、血行促進、自然

治癒力の向上、生理不順の改善、美容に

役立つ。 

●「フェミゼプラス」を５個まとめてお

買い上げになると、さらに「フェミゼプ

ラス」を１個と、「Lカルトップ（２１０

粒入り）」をプレゼント！ 

●「フェミゼプラス」をお買い上げ毎に

「Lカルトップ」２週間分（２１０粒入り

＄８相当）を１個プレゼント！ 

大賀ハス 

プレゼント 

＝販売中止のおしらせ＝  
２種類あるUV製品の内「UV make up 

base50/$48SRP」が販売中止となりました。

但し、１パケットごとの「UV make up 

base50」は35パック入りでお分けすること

ができます。価格は同じで、ボトル製品より２０

mlもお得です。数に限りがありますので、ご希望

の方はお早めにお求めください。 

$80 S.R.P /120 caps 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%B7%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%B7%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%9C%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%83%B7%E5%9C%9F%E3%81%AE%E6%A3%AE%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%9C%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%83%B7%E5%9C%9F%E3%81%AE%E6%A3%AE%E5%85%AC%E5%9C%92


鳥 居 欣 一 

■暑中お見舞い申し上げます。やっとアメリカもほぼ平

常に戻ったかと安堵したのも束の間、今度は更に強力な

コロナデルタ株が私達を脅かしています。また、世界各

地で集中豪雨による洪水、そして山火事などが発生し、

世も末？と悲観的になってしまう今日この頃です。現実

逃避ではありませんが、最近は半世紀以上前の世界の名

作映画鑑賞にハマっています。イタリア映画、フランス

映画、アメリカ映画が主で、どれも若い頃に観たものば

かりですが、人間の記憶とは不確かなもので、「あれ？

この映画こうだったっけ？」と思う箇所がたくさんあり

ます。今のようにハイテク特撮技術がなかった時代の映

画は、より人間味を感じます。古い映画を観ていると、

いつも画面にグッと引き込まれ、タイムスリップして自

分も若返ったような気になります。名画鑑賞は暫くクセ

になりそうです。 

  

■さて、ロサンゼルスで長年診療所を開業されていた入

江ドクターが、私が仲間と一緒に制作配布している会報

誌に「80歳からの健康法」という記事を寄稿して下さい

ました。入江ドクターは現在８１歳で、診療所は閉所さ

れましたが、今もボランティアでシニアの為の医療活動

をされています。一般の医師は、「病気を探すこと(検

査)と治療」を主としますが、入江ドクターは「患者目

線」で診療を施されてきた貴重なお医者様です。 

 ６５歳になると前期高齢者、７５歳からは後期高齢者

と呼ばれますが、人間の老化は２０歳を過ぎた頃から始

まります。老化は誰も防ぐことはできませんが、「老化

を遅らせる」ことは可能です。それは医療行為でなく、

各人の日頃の生活の仕方にカギがあります。６０歳の方

が７０歳に見られることもありますし、その逆もありま

す。特に後期高齢者となると老化度が加速化し、顕著に

「老い」を自覚するようになります。特に筋肉です。筋

肉の老いを「遅らせる」には、小まめに適度に体を動か

しましょう。血液の循環を良くし、代謝(消化・吸収・

合成・排泄)が促進され、更に嬉しいことにエンドロ

フィンが分泌されます。このホルモンは爽快感を与えて

くれて免疫力を高め、心臓の働きを良くする効果があり

ます。とにかく、健康長寿で最も大切なのは「体を動か

すこと」だと入江ドクターは言われます。 

 次に、食べ物をよく噛んでゆっくり味わって食べるこ

とです。早食いは健康の敵です。私はできるだけ玄米を

食べるように心掛けています。玄米だけを口に入れ、お

箸はテーブルに置き、全神経を集中させるようにゆっく

りよく噛むと、口の中に唾が一杯出てきます。唾は消化

酵素ですので、胃腸の負担を軽減させる効果がありま

す。また、よく噛むことは脳に刺激を与え、認知症予防

にも繋がるようです。 

 三つ目は、睡眠不足にならないことです。睡眠とは、

筋肉・内臓・脳に至るまで、正に全身の休息タイムで

す。翌日また元気に活動する為に重要不可欠な休息で

す。睡眠不足は栄養不足より害が多いかもしれません。

睡眠不足が続くと気力も衰えます。そして、気力は高齢

者の健康維持を大きく左右します。何事にも好奇心を

持って生活することが肝要ですが、好奇心も気力がなけ

れば湧いてきません。①体を小まめに動かす ②よく噛

んで味わって食べる ③睡眠不足にならない ― この三

つに留意だけで健康度はグンと上がります。難しいこと

はありません。思い立ったが吉日、早速今日から頑張っ

てみましょう。 

  

■日記をつけている方は何人くらい居られるでしょう

か…。私は日記代わりに、日本の親友と毎日お互いの日

課報告をメールで交換しています。昔風に言うと、交換

日記ですね。自分の文章は自己反省になりますし、親友

の文章は「あぁなるほど」と為になります。「書きたい

けれど誰に書いていいか分からない…」という方は、私

に日課報告メールを送って下さい。 

  

 私の母は、毎晩床に入る時「世の中に寝るより楽はな

かりけり、浮世の馬鹿が起きて働く」と呪文のように

言っていました。一日精一杯働いた自分への褒美が「睡

眠」だと考えていたのだと思います。くれぐれも睡眠を

疎かにされませんように…。 

入江ドクターの８０歳からの健康

法は「かわら版９号」の中に掲載

されています。ご希望の方はマグ

ナスまでお問い合わせください。

☎310.782.9657 

会長室だより 



■エストロゲンは骨からカルシウムが溶け出すのを抑制する

作用があり、不足すると骨密度が低下して骨がスカスカにな

る骨粗鬆症を引き起こす危険があ

ります。 

■骨粗鬆症により骨折しやすい部

位は、背骨、脚の付け根、手首、

腕の付け根です。背骨が体の重みで押し潰れてしまうことを

「圧迫骨折」と言い、背中や腰が曲がるなどの原因となりま

す。圧迫骨折が生じても、単なる腰痛として見過ごしていた

り、痛みを感じない場合もあります。１ヵ所骨折すると、そ

の周囲の骨にも負担がかかり、連鎖的な骨折につながりやす

いため、早期発見・早期治療が重要です。 足の付け根（大腿

骨近位部）の骨折の８５％は転倒が直接の原因となっていま

すので、骨粗しょう症の治療とともに転倒予防も重要です。 

 

 

■エストロゲンは老化を防ぐ作用があるため、

エストロゲンが不足してくるとコラーゲンの生

成が減りシワが増え、コレステロール値が上昇

するなど深刻な事態になります。女性が５０代

になると急激な女性ホルモンの減少によって更年期障害を経

験する人も多いのはそのためです。 

■最近の研究によればアルツハイマーと関係の深い神経細胞

ニューロンをエストロゲンが保護しているという報告や、男

性の脳ではテストステロンからエストロゲンが合成されてい

るなど、脳とエストロゲンの深い関係が世界的に研究対象に

なっているようです。 

加齢に伴う女性ホルモンの低下は老化の大きな原因の一つとなります。女性ホルモンの分泌量は、２０代がピークで、 

３０代後半から低下し、更年期を迎える５０歳前後には、２０代とくらべ２０〜３０％ほど低下するといわれています。エストロ

ゲンが低下すると、一気に老化が進み、肌は乾燥してシワやシミ、たるみが目立つようになり、精神的にも不安定になっ

たりします。残念ながら、エストロゲンの低下を食い止めることはできません。しかし、減少の速度をゆるやかにすること

は充分に可能なのです。女性ホルモンは 、更年期を過ぎても血管や骨の健康維持、自律神経のバランスを保つなど、

たくさんの働きがありますから、食事や運動、または自然のサプリメントを充分に活用するようにしましょう。 

～女性ホルモンの働き～ 

❶エストロゲンは、卵巣内の卵子を成熟させて

排卵を促すと共に、生殖器官には受精に適した

環境を作ります。エストロゲンは一般に第二次

性徴と呼ばれる女性らしい体型を作りますが、これは妊娠

や出産、育児に適した身体に変化させるためです。 

❷エストロゲンの作用は生殖のためだけではありません。

性別に関係なく、常に全身の組織に作用しています。例え

ば、皮膚のハリを保ったり、骨を強く保ち骨折を起こしに

くくします。さらに、脳に作用して記憶などの認知機能を

維持する働きもあります。最近の研究では脳の神経細胞で

もエストロゲンが作られることもわかってきました。これ

らのエストロゲンの多様な作用は、高齢者の脳と身体の健

康維持にはとても大切なのです。 

 ～更 年 期～ 

一般的に、女性の閉経前後５年間を更年期と呼び、この

間に起こる様々な症状を更年期障害といいます。更年期

障害は、卵胞ホルモン（エストロゲン）の低下が主な原

因とされており、それに加えて加齢に伴う精神・心理的

な要因や体に起こる変化、社会文化的な環境因子が影響

することによって、症状が現れるといわれてい

ます。 

 ～更 年 期の 症 状～ 

▶自律神経失調症状：●のぼせ●多量に

汗をかく●寒気や悪寒●冷え症●動悸●胸

痛●息苦しさ●疲れやすい●頭痛●肩こり

●めまいなど。 

▶精神症状：●イライラ●怒りっぽい●情緒不安

定となり抑うつ気分に陥ることが多くなる。 

▶その他の症状：●腰痛や関節痛●吐き気●食欲

がなくなる●皮膚が乾燥しやすくなりかゆみも伴

う●排尿が近くなるなどです。いずれも他の病気

がないことが条件です。 

 

 

 

  FEMISE PLUS  

肌、痴呆症、女性ホルモン 

年に関係なく大切な 

女性ホルモン 

$80 S.R.P/120 caps 

高品質なハーブをブレンドし、女性ホルモンの

バランスを整えるフェミゼ。更年期障害はもと

より、老化防止、若返りには欠かせない自然の

ホルモンの役割をします。 

【内容成分】ざくろ、イソフラボン、ブラッ

クコホッシュ、月見草、マカ。 

骨密度と女性ホルモン 



 

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. 
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●ホルモン剤をやめました 

私は５０歳頃にのぼせやイライラが起き始め、医師にホ

ルモン剤を進められて飲み始めました。でもホルモン剤

を飲み続けると癌になる可能性があるといわれ、自然の

ものを探してマグナスの「フェミゼ＋」を知りました。

初めは「フェミゼ＋」を１個だけホルモン剤と一緒に併

用し、徐々に「フェミゼ＋」を増やしました。今はフェ

ミゼだけです。本当に感謝です。K.Kim.６０歳 

●妊娠して嬉しい！ 

結婚して３年経っても妊娠しない私を叔母が心

配してロイヤルゼリーと「フェミゼ＋」をプレ

ゼントしてくれました。摂りだして２か月目に

妊娠しました。ホルモンバランスが良くなった

のだと思います。本当に感謝です。S. Lee ２８歳 

●年に関係なく女性ホルモンは大切 

更年期が過ぎてもなお、疲れやすく、夜もあ

まり寝られませんでした。もう７０歳をとう

に過ぎたので、女性ホルモンのせいだとは思

わなかったのですが、友達から「フェミ

ゼ＋」のこととを聞いて、試しに摂りだしま

た。１瓶を摂り終わり、気が付くと夜も良く寝られて、

あまり疲れなくなっていました。やはり女性ホルモン

だったのだと思います。Y.Ito ７８歳 

ご愛用者の声 

❶：小さなガラス容器（マグカップ）にバターを溶かしま

す。❷：小さめのボウルに、アーモンド粉、Psyllium Husk 

Powder、ベーキングパウダー、海の塩を一緒にいれてよく

混ぜます。❸：溶かしたバター①に②を加え、泡だてた卵

を加えて滑らかになるまでかき混ぜます。 ❹：③をスプー

ンの後ろを使い、表面を平にします。❺：電子レンジの場

合は約９０秒、オーブンの場合は華氏350度（摂氏177度）

で④を約１５分間焼きます。❻：できであがったら、ナイ

フを使ってマグカップから取りだし、冷めてからスライス

してお召し上がり下さい。なお、スライスしたものをトー

スターでトーストするとさらに美味しくいただけます。 

【 材 料 】 

●バター：大さじ１ 

●アーモンド粉：大さじ３ 

●Psyllium Husk Powder 

（ オオバコの殻 ）：小さじ１/２  

●ベーキングパウダー：小さじ１/２  

●卵：大１個  

●海の塩：一つまみ 


