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殆どの方は「足がつった」という経験をお持ちではないかと思

います。今月は「足のつり」について調べました。「足のつ

り」の原因は解明されていないようですが、ミネラルが関係し

ているといわれています（P2を参照）。マグナスの液体ミネラ

ル「アルカミネラル」は微量ミネラルがバランスよく配合され

たミネラルサプリメントですから、ミネラル補給に最適です。

「カルトップＤ」や「ロイヤルグリーンシルク」と一緒に摂ら

れると相乗効果がさらに期待できます。 

●ミネラルウォーター 

お水に２～３滴混ぜるだけで最高品質

のミネラルウォターになります。 

●食 卓 

お醤油や出し汁、麺つゆなどに加えると美味し

さが増し、まろやかな味になります。味噌汁や

鍋物などにも使えます。ご飯を炊く時（１

カップに４～５滴）に入れると、ご飯がお

いしく炊けます｡ 

●歯 茎 

コップ半分の水にアルカミネラルを１～２滴入れ、歯

茎をマッサージすると、歯茎が引き締ってきます。 

●入浴・洗髪 

洗髪時にシャンプーやリンスに1～２滴加え

るだけで、頭皮にミネラルを補給し、抜け

毛予防や艶のある美しい髪にします。又、

お風呂に入れるとミネラル温泉になり、体

が芯から温まります。 

●虫刺され、痒みに 

アルカミネラルを水で薄めて、湿疹や痒い

ところにスプレーすると、痒みが緩和され

ます。 

●植 物 

プラントや草花に水をやる時、コップ１杯

の水に１～２滴混ぜるだけで花も葉もイキ

イキとし長持ちします。 

アルカミネラルをご注

文ごとに携帯に便利

なアルカミネラル（Ｓ）

をプレゼント！ 

アルかミネラルを５本ご注

文毎にさらに１本とアルカミ

ネラル（Ｓ）をプレゼント！ 

ご使用方法 
S.R.P $18 / 2 fl 

「カルトップD 」はカルシウムに不足しがち

なビタミンＤ３、そして身体に必要なミネラ

ルをバランスよく配合したカルシウム サプ

リメントです。体内に入るとすぐにイオン化

されるカルシウムを使用することで吸収率を

良くし、さらにビタミンＤ３の配合で骨粗鬆の予防に大

変役立ちます。また、小さなタブレットなので、どなた

でも無理なく摂取できます。付属のスプーン１杯で約 

１０粒５００㎎のカルシウムをお摂りいただけます。 

$50(SRP)1300tabs 

９月のスペシャル 

プレゼント 

プレゼント 



 

アルカミネラルは７２種類の天然ミネラルがバランス

よく濃縮された液体状の天然ミネラル食品です。お料

理からダイエットまで幅広くご利用いただけます。 

Alka Mineral 

「足がつる」経験をしたことはありませんか？。特に多いのは、ふくらはぎがつ

るケースです。昔はふくらはぎを「こむら（腓）」といったことから、足がつる

ことを「こむら返り」ともいわれています。歩くときは、足の筋肉を自分の意志

で動かしていますが、自分の意志とは関係なく、足の筋肉がとつぜん痙攣を起こ

すことがあります。それが「足がつる」という症状です。筋肉が収縮したままで

硬直して元に戻りにくくなり、痛みをともないます。つる場所は、ふくらはぎに

限らず、足の側面や指、腱の付近などにもみられます。 

 

 そのメカニズムはまだよくわかっていませ

んが、病気などの直接的な原因がない場合、

有力な要因の一つとされているのが「電解質

異常」です。電解質とは、主にカルシウム、マグネシウム、ナ

トリウム、カリウムなど血液中にあるミネラルイオンのこと

で、これらのミネラルは、筋肉や神経の動きを調整する働きが

あります。何かの原因でミネラルバランスが乱れると、筋肉の

異常興奮（痙攣）が起こるのではないかと推測されています。 

 

 

 中高年の方は、睡眠中に足がつると

いうことが良く起こります。痛みは数

分で治まることもありますが、目が覚

めてしまうのが難点です。加齢とともに汗や尿と一緒にミネラ

ルも排出されやすいため、気づかないうちにミネラルバランス

が乱れていることが多く、原因の一つといわれています。ま

た、加齢にともなう足の筋肉量の減少や、動脈硬化による血行

不良なども関係していると考えらます。 

 足の筋肉は伸縮することで、ポンプのように血液を循環させ

る働きをしています。しかし、定期的な運動をしていないと、

筋肉量はどんどん減り、６０歳代以上では２０代と比べると約

５０％落ち込むともいわれています。足の筋肉量が減少する

と、下半身の血液の流れが低下し、ミネラルやビタミンなどの

栄養分の補給もうまくいかなります。また、中高年になると、

加齢や高血圧、高血糖などが原因で動脈硬化を起こしている

ケースも少なくありません。足の血管に動脈硬化がみられる

と、血流量が低下し、悪化すると閉塞性動脈硬化症を起こすこ

ともあります。この病気も足がつる原因の一つです。 

【足がつったらどうする？】 

急に足がつったときは、ふくらはぎなどのつった箇所の

筋肉をゆっくり伸ばすことで、痛みが少しずつ解消され

ます。足の指をつかんで、ゆっくりと身体のほうへ引き

寄せましょう。症状が治まってきた

ら、ふくらはぎの筋肉を下から上へや

さしくマッサージしてください。睡眠

中に足がつると、あわてて筋肉を伸ば

そうとしがちですが、落ち着いて対処

することが大切です。 

【 足のつりを慢性化させない予防策 】 

フットケアをする 

１日の終わりにフットケアをしましょ

う。ふくらはぎに手のひらを添えて、

下から上（膝裏付近）へと軽くもみま

す。またストレッチも効果的です。 

❶壁の前に立ち、両肘を真っ直ぐ伸ば

して壁に両手をつけます。❷片方の足

を一歩下げ、前に出ている足の膝を

ゆっくり曲げます。両足のつま先は壁に対して垂直に向

け、かかとは床につけるのがポイント。❸ふくらはぎが

やや突っ張る程度のまま、ゆっくり深呼吸しながら５～

１０秒間キープ。❹反対側の足も同様に行いましょう。

３回づつ繰り返します。 

適度な運動をする 

日常生活に適度な運動を取り入れると、足の筋肉量を維

持するだけでなく、血行をよくするので、疲労回復にも

役立ちます。ウォーキングやスクワットなどがお勧めで

す。スクワットは下半身の筋肉を鍛える代表的なトレー

ニングです。但し、一度にやりすぎないこと。運動の前

後にはしっかりストレッチをしましょう。 

食事などを見直す 

ミネラル不足にならないように、バランスの良い食事を

心がけることが大切です。頻繁に足がつる場合は、サプ

リメントや漢方薬を試してみるのもよいでしょう。但

し、高血圧や腎臓病などの治療を受けている方は、医

師に相談するようにしてください。 

 

なぜ足がつるのか？ 

睡眠中に足がつるのは？ 

     中高年は足がつりやすい 

S.R.P $18 / 2Fl 

https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/guide/hightbp/01.html
https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/guide/arteriosclerosis/01.html


 

■８月２３日、マグナス創業４３年目を迎えることが出来

ました。これも偏に、皆様のお蔭と心から感謝申し上げま

す。健康をビジネスとしたこと、本当に良かったと思って

おります。私は、健康オタクではありませんが、もし、こ

のビジネスを続けて来なかったら、今の健康な自分はいな

かったと思っています。健康は、毎日の積み重ねの結果で

す。つまり生活習慣が全てと言っても過言ではありませ

ん。食事・睡眠・運動が適切であれば健康は維持できま

す。そのために、自分の健康状態をチェックできる「健康

になるカレンダー」を毎年作り、無料配布しています。体

の不調は、その９０％以上が、悪しき生活習慣からと考え

て良いでしょう。私は、一週間単位で「健康になるカレン

ダー」をチェックし、改善するように心がけています。 

 

■皆さん、「バケットリスト／BUCKET LIST」をご存知

でしょうか。「バケットリスト」とは死ぬまでしたいこと

のリストです。今まで、やり残したこと、これからしたい

と思っていることなど、漠然としていてもよいので、とに

かく書き出してみてください。何度も繰り返し書き出して

いると自分のやりたいことが固定してきます。いくつあっ

ても構いません。「バケットリスト」を考えてもみなかっ

た方でも、改めて書き出すことで、不思議とこれからの人

生が楽しくなります。実は、マグナスがボランティアして

いる「かわら版」という冊子10号（10月1日発行予定）の

特集がこの「バケットリスト」です。ご協力いただいた

方々の「バケットリスト」をみると「旅行」と答えた方が

一番多いのですが、「健康」を挙げている方も結構いま

す。中には「もう一度結婚したい」とか「宇宙に行って地

球を眺めたい」など壮大な夢を持っている方もおられまし

た。皆さんの「バケットリスト」はいかがでしょう。自分

の「バケットリスト」を是非作ってみてください。生き甲

斐が出てきて健康面にもプラス効果があるはずです。 

 生きる原動力は、全て「夢」から生まれます。例えば、

１００個の「バケットリスト」があるとして、それが一つ

づつ達成していったとしたら、もっと頑張ろうとモチベー

ションが上がり、その気持ちが長寿へ繋がるのではないで

しょうか。 

■最近、ツイッターを見ていると、自分のことはさて置

き、他人の批判をする人が多いのに驚きます。“自分のこ

とを分かっているのかなぁ”と思ってしまうほど身勝手な

ことを云っています。私自身、この年になっても、まだ

自分の全てが分かっていない部分も多々あります。他人

から見た私というのも全て把握しているわけでもありま

せん。自己分析で有名なものに「ジョハリの窓」という

のがあります。「ジョハリの窓」は、下の図のように４

つの窓があり、この4つの窓で、自分と他人の認識のズ

レがわかります。そのズレを理解することで、他人との

コミュニケーショ

ンを円滑にしてい

くことができると

いうのです。 自分

はどんな人間かを

冷静に考えてみる

のに、この「ジョ

ハリの窓」が役に

立つのではないか

と思います。もち

ろん、友人や知人に自分についてどう思っているのかを

正直に答えてもらうのも良いと思いますが、少し勇気が

いるようにも思います。 

 人間関係で一番大切なことは「他人を思いやる気持

ち」だと私は思っています。これまで多くの人と交流し

てきましたが、この「他人を思いやる気持ち」で関わっ

て来た人間関係は崩れることがなく、長続きしていま

す。喜劇王チャップリンが、人生で必要なのものは「心

の友と生きて行ける僅かなお金」と言っていましたが、

その意味が良く理解できます。これに「自活できる健

康」をプラスできたらもっといいですね。 

 

 ＊ジョハリの窓のウェブサイト： 

 https://potect-a.com/utilization/johari_window/ 

鳥 居 欣 一 

開放の窓 

自分も他人も知って

いるあなた 

盲点の窓 

自分もは気づかず、

他人が知っているあ

なた 

未知の窓 

自分も他人も知らな

いあなた 

秘密の窓 

自分は知っている

が、他人は知らない

あなた 
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私はアルカミネラルを使用して、も

う２０年以上になります。我が家で

は調味料の様に欠かせなくなりまし

た。ご飯を炊くとき、お味噌汁を作

る時には必ず３～４滴入れます。随

分と前のことですが、テレビの情報

番組で、本来は野菜に充分含まれているは

ずのビタミンやミネラルが農薬や長距離移

動でかなりなくなっていて、そのミネラル

不足で起こる体の不調のことを知りまし

た。その頃、まだ５０代でしたが、頻繁に

足がつって困っていて、それで、ミネラル

製品を探し「アルカミネラル」を知りまし

た。毎日の食事の度に使っています。お蔭

で足のつりもかなりおさまり、本当に感謝

です。お料理に使っているので、家族も知

らずにミネラルを補給してい

ます。しかも味も美味しくな

るので嬉しいです。 

K.ASADA 73歳 

❶オーブンを華氏３７５度に予熱します。❷ベーキングパンにクッキング

ペーパーを敷きスライスしたナスを置きます（必要であればパンを２つ使

用）。ナスの両面に塩こしょうをし、オリーブオイルを絡めたら、ナスが

柔らかくなるまで約２０分オーブンで焼きます。❸鍋にクレームフレッ

シュ、ハーフ＆ハーフ、フェタチーズを入れて火にかけ、沸騰したら火か

ら下ろしてタイムとチャイブを入れてかき混ぜます。❹グラタン皿にトマ

トソースを少し流し入れ、スライスしたナスを並べて上からトマトソース

で表面を覆います。次にグリュイエールチーズを1/4カップ振りかけ、バ

ジルの葉を１〜２枚上に散らします。❺残りのナスを④の上に置き、トマ

トソースとバジルも重ねます。最後に、③のソースを注ぎ、グリュイエー

ルチーズ2/4カップを振りかけます。❻表面に焦げ目がつくまでオーブン

で１５〜２０分間焼きます。温かい内にお召し上がり下さい。 

９月のレシピ ご愛用者の声 

●米ナス：２個（厚さ1/2インチにスライス） 

●クレームフレッシュ：1/2カップ 

●ハーフ＆ハーフ：1/2カップ 

●フェタチーズ：3オンス 

●タイム：小さじ１（みじん切り） 

●バジルの葉：4〜5枚 

●チャイブ：大さじ１（みじん切り） 

●グリュイエールチーズ：3/4カップ（卸す） 

●トマトソース：1/2カップ 

●オリーブオイル：大さじ３ 

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

MAGNUS ENTERPRISES, INC. 
22301 S. Western Ave. Suite 104 Torrance California 90501 


