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11月中旬よりマグナスのオリジナル

「健康になるカレンダー2022」を皆様に

プレゼント！〇△×をつけるだけで健康

管理ができ、しかも健康情報も満載で

す。お友達にも差し上げますのでマグナ

スまでご連絡下さい。ご注文品がある時

は一緒にお送りいたします。 
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健康になるカレンダー2022 

●ソープ2個セッ

トは11月12月だけ

の特別価格！ 

 フェミゼプラス スペシャル 

固形シャンプーと天然ソープの2個

セットは11月12月だけの特別価格！ 

天然ソープ３個の

ギフトセット！ 

植物成分から作られた１００％天然のナ

チュラル石鹸。お肌に優しく、泡切れもよ

く、安心してお使いになれます。 お顔から

身体までこれ一つでOK! 

もれなく泡立ち抜群の石鹸ネッ

トがついてきます！ 
シトラス・ラベンダー 
新陳代謝、リラックス 

  タイムガーデン 
    肌荒れや乾燥防止 
 

レモングラスティー 
疲労回復、リフレッシュ 

 クリスマスギフトに最高！ 

ナチュラル オーガニック ソープ  
合成着色料、香料、防腐剤は一切含まれていません。 

女性は一生涯ホルモンに左右されるといいます。「フェミゼプラ

ス」が皆様の健康生活のお手伝いをいたします。30日のお試しサイ

ズS（60カプセル）をご用意しましたので、この機会に是非「フェミ

ゼプラス」をお試しください。 

●「フェミゼプラスS（60カプセ

ル）」をお買い上げ毎にMローション

2枚、Mミルク2枚をプレゼント！ 

 
マグナスの電話番号が変わりました。 

  ×旧電話番号：３１０．５３２．８４４０ 

 新しい☎番号: (310)782-9657 
 トールフリーは同じ： ８００．２６２．４６８７ 

●「フェミゼプラスS（60カプセル）」を2個または

「フェミゼプラスL（120カプセル）」1個お買い上

げ毎に「ナチュラル石鹸（10ドル相当）を１個プレ

ゼント！ 

石鹸ネット 



■やっと秋の深まりを感じる季節になりました。コロナウィル

スの出現で一般のインフルエンザの話題が霞んでいます

が、油断禁物、より免疫力を高めて感染防止に励むことで

す。免疫力を高める為には、先ず睡眠を充分に取ることが

大切です。睡眠不足は体力を消耗させます。よって体の防

衛能力が低下し、ウイルスに感染に隙を与えてしまいます。

せっかく免疫力を高める食べ物や健康食品を摂っても、そ

の効果を発揮させることができません。「秋の夜長」と言い

ますが、睡眠不足には呉々もご用心下さい。 

  

■今は、人生百年時代だと盛んに言われています。医学の

進歩や衛生環境の改善のお蔭で、人生五十年が普通だっ

た昔と比べると倍以上に伸びた訳です。人間の寿命は

120年が限度だと言われていますので、100歳まで生きる

ことは充分に可能ですが、人の助けを借りずに100歳まで

自活できる人は極僅かです。75歳を過ぎた頃から様々な

老化現象が現れ、体が硬くなって足の爪を切ったり床に落

ちた物を拾うのが困難になったり、また、最も気になるのは

ガン・心臓病・認知症などの発症です。そんなことよりも、私

が一番驚くのは、時間の進み方が本当に早いことです。

あっと言う間に一週間が過ぎ去ります。現役を退いて時間

は一杯あるというのに、焦りを感じてしまいます。 

  

■作家サマセット・モームは「老年の最大の報酬は精神の

自由だ」と言っています。「精神の自由」とは何なのかと考

えてみましたが、よく解りません。皆さんはどのように考えま

すか？ 色々と考えた末、「我欲を捨てること」ではないかと

思いました。今「断捨離」という言葉が流行っています。断

捨離とは、単に不要な物を処分するだけでなく、物に囚わ

れずに生きていこうとする考え方で、ヨガから出た言葉だそ

うです、私が尊敬する「世界のホンダ」を創った本田宗一郎

氏は、65歳という若さで子息に会社を継がせることもなく

引退しました。環境に優しい車作りのプロジェクトが進む

中、社長の本田氏は「環境対策はビッグスリーと並ぶ千載

一遇のチャンス！」と言ったところ、エンジニア達は「環境対

策は会社の為にやっているのではない。『社会』の為にやっ

ているのだ」と、社長の考えに異論を唱えました。それを聞

いた本田氏は「いつの間にか私の発想は企業本位のも

のになってしまっていた。若いエンジニア達がそのことに

気づかせてくれた。優秀な社員がどんどん育ってきてい

る。自分は退き、彼らに任せた方がいい」と、引退を決意

されました。凄く潔いと感動しました。 

  

■「精神の自由」は、詰まるところ「欲を捨てる」ことに他

ならないと思います。心身の健康、心(気持ち)と体は一体

です。心配事があれば気分は優れず、体にも影響します。

他人と諍いを起こした時のことを考えてみて下さい。気分

が落ち込んで精神は安定せず、嫌な気分で過ごすことに

なります。老年に於ける「精神の自由」は、「精神の安定」

であるべきではないでしょうか。できれば社会活動を通し

て心身の健康を得るのが理想的であり、何より最も大切

なのは「人に寛容」になることです。本当に教養のある人

とは、知識や技術が豊富な人ではなく、他人に対する思

いやりの心を持った人だと私は考えます。今の世の中、自

分だけ良ければ良い、今さえ良ければ良い、という風潮下

にあります。一人一人が「他人を思いやる心」を持って生

活すれば、もっと明るく、優しい世の中になる筈です。 

  

■食べ物は、人間の体だけでなく精神をも左右します。例

えば、カルシウムは精神の安定に大きく寄与しています。

昔、日本のテロリスト集団が一軒家に閉じこもって生活

し、食べ物はインスタン食品だけでした。内部抗争が激し

く、お互いを殺し合うことも起きました。アメリカの著名な

栄養学者が刑務官として囚人を監視していた際、囚人の

食事を管理することで彼らの心身の健康が向上した記

録を発表しています。健全な食べ物を食べることは、心身

の健康の維持に繋がることを実証しています。 

 日々の食事は素材を吟味し、体が喜ぶ食事を手作りし

ましょう。先日、私の朝食の献立を友人に披露したところ、

大変驚いていました。私は朝食を一番大切にしています。

朝食を疎かにする人は健康になる資格がないとさえ思っ

ています。健康な人であれば朝食を食べたいと思うだろう

し、美味しく感ずる筈です。さもなければ、睡眠不足？ 食

べ過ぎ？ ストレスまみれ？ なのかもしれません。朝食を美

味しく食べられることは健康の証です。 

 

        では、良い感謝祭をお迎えください。 

鳥 居 欣 一 



何歳になっても元気で暮らしたいと誰もが願いますが、現実には病気をかかえることも少なくありません。

気になるのは、先ずガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病、高血圧症などの生活習慣病です。そして、加齢と

ともに、骨、感覚器（眼、耳、皮膚など）、呼吸器、消化器、腎・泌尿器、婦人生殖器などに故障も目立っ

てきます。認知症も始まります。高齢女性の不調は、生活習慣を見直すことで予防が可能です。しかし女性

ホルモンの影響も大きいので、バランスの取れた適量の食事や運動、ストレス解消を心がけましょう。  

● 女性ホルモンの減少に伴い、ドライアイになる人も意外

と多いのです。特に女性は40代以降“潤いホルモン”とも

呼ばれるエストロゲンの分泌が減少してくるのに伴い、全

身症状として乾燥が進行する「ドライシンドローム」が現

れやすくなります。ドライアイも「ドライシンドローム」のひとつに数え

られ、症状は目の乾燥によるパサパサ、ゴロゴロするといった違和感、疲

れや痛みなど、さまざまです。また、これに老眼が重なると、余計に疲れ

やすくなります。 

 

■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。 

 
  FEMISE PLUS  

自然のエストロゲンで老化を防ぐ 

$80 S.R.P/120 caps、$40 S.R.P/60 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】イソフラボン、ザクロ、ブラックコホッ

シュ、月見草、マカ。 

骨密度と女性ホルモン 

https://www.saladcosmo.co.jp/recipe/
healthy_recipe/7/ 
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/h0202-
1a.html#q03 
https://precious.jp/articles/-/4420#p3 

ドライアイと女性ホルモン 

認知症と女性ホルモン 

シワと女性ホルモン 

自然の成分で女性ホルモンを補助 

● 閉経に伴って女性ホルモンであるエストロゲンが低下し、これによって骨がスカ

スカになる骨粗鬆症が起こります。高齢女性の背中が丸くなるのはこのためです

が、痛みなどの自覚症状がないので、骨折して初めてこの病気が発見されることが

多いのです。骨粗鬆症が進行すると、姿勢が変わるために逆流性食道炎に、また消

化管の蠕動運動が低下するため便秘となります。背中だけでなく他の関節や骨が変

形してしまうと、行動が不自由になったり寝たきりになってしまいますので、軽視

できません。  

● 健康な骨にはカルシウムと同様にビタミンDも必要です。ビタミンDを活性型ビタミ

ンD3に変換させるのもエストロゲンの作用です。  

～大豆イソフラボン～ 

「大豆イソフラボン」は、大豆のもつ

特徴的なフィトケミカル(植

物が作る活性物質)です。大

豆の胚軸部分に多く含まれ

る抗酸化物質の一種です。

女性ホルモンのエストロゲンと同じよ

うな働きをすることで脚光を浴びまし

た。そのため、更年期の不快な症状や

PMS、骨粗鬆症、冷え性の予防や改善

に役立ちます。  

 

～ザクロ～ 

美肌ホルモンといわれる

エストロゲンに似た成分

「エストロン」を含んで

いるため、肌内部のコラーゲンを増や

し、内側から肌をふっくらさせ、タル

ミを予防します。ザクロの特徴的な赤

い色素のアントシアニンやエラグ酸は

ポリフェノールの一種で、強い抗酸

化・抗炎症作用を持っています。老化

や骨粗鬆症予防に大変期待できます。 

健康な骨    弱った骨 



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 

ご愛用者の声 

●ポークチョップ:４枚(厚切り） 

●オリーブオイル：大さじ２ 

●塩：小さじ１ 

●コショウ：少々 

●バター：大さじ６ 

●好みのマッシュルーム：１パック 

●ニンニク：３片（みじん切り） 

●辛口白ワイン：１カップ 

●生クリーム：１カップ 

●ディジョンマスタード：大さじ２ 

●フレッシュタイム：大さじ２（みじん切り） 

●レモン：１個  ●チャイブ：大さじ２ 

 
❶ポークチョップに塩コショウをします。❷厚いフライパンを用

意し、強火で油を熱してからポークチョップを２枚ずつ置き、片

面を３分づつ焼き、全体に火が通る（内部温度が１６０℉）まで

ひっくり返しながら焼きます。残りの２枚も同じように焼き、皿

に置きます。❸フライパンを中火にし、バターをいれて溶けたら

きのこを加え、火が通るまで（約３分）炒めてニンニクを加えて

さらに１分炒めます。❹：③に白ワインとタイム加え、弱火に

し、ワインが半分になるまで煮つめたら、生クリームとマスター

ドを加え混ざ合わせます。最後に塩コショウで味を調整します。

❺：ポークチョップをフライパンに戻し、ソースをスプーンでか

けて絡めます。❻：お皿に盛り付け、絞りたてのレモンジュース

と新鮮なチャイブを振りかけてできあがり。キノコソースをたっ

ぷりかけて温かい内にお召し上がりください。 

●更年期症状が緩和 

更年期など気にならずに６０歳を超しましたが、最

近急に体が熱くなったり、疲れやすくなったりした

ので、医者に相談したところ、自律神経のバランス

が悪いからだといわれました。女性ホルモン剤療法もあり

ますと言われましたが、友達の摂っている「フェミゼプラ

ス」を試すことにしました。最初はあまり変化を感じな

かったのですが、３カ月過ぎたころから体調がよくなって

いることがはっきりわかるようになり、夜も良く寝られて

とても助かっています。M.Lee.68歳 

●肌の乾燥とシワ 

リタイヤしてから急に老けたように感じ、化粧品 

ばかり気にしていましたが、内面が大切だと言わ 

れ、マグナスのコラーゲンとフェミゼプラスをすすめられ

ました。最初はコラーゲンだけを摂っていたのですが、

フェミゼを一緒に摂ると相乗効果があると聞いたので、今

は一緒に摂っています。２ヵ月目ですが、小じわが目立た

なく、肌にも張りがでてきたようです。是非摂り続けたい

と思います。Y. Sato 63歳 

●骨が強くなった 

「フェミゼプラス」とコラーゲンを摂ってから骨蜜 

度が下がらず感謝しています。骨粗鬆症といわれて 

いたので、カルシウムを一生懸命摂っていましたが、女性

ホルモンやコラーゲンが大切だと言われたからです。まだ

摂って２ヵ月ですが、このまま続けて骨を丈夫にして元気

で過ごせればと思っています。K.Takahashi 82歳 

★★マグナスの電話番号が変わりました★★ 

新しい電話番号: (310 )782 -9657 
(310)532-8440は使用しませんのでご注意ください。 


