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あなたにそして自分にも 

判断基準は「ふ」を選

ばずにを心がけて！ 
最近子

供の成長

には、親

のかかわ

りが一番

大切だと

いう事を、

実感して

いる武田

英昭です。 

親として

やるべき

事で子育て程、大事な事はないと思います。 

子育てをしながら、親が成長して行くようにさえ

思えます。 

その子育てには、常にどちらかを選択しなければ

ならない時がありますよね。 

その時、私はこの選択で将来どうなっていくかを

常に考えるようにしています。 

とかく、その時が楽しければいいとか、楽な道を

選びたくなります。私はその時、楽な事を選択し

て将来プラスにならない事は、選ばないようにし

ています。たとえ、その時、選択したくない事で

も将来プラスになると思えば、そちらを選ぶよう

にしています。 

今、目の前の楽な選択よりも将来、その選

択が「負」にならないかを考えるようにし

ています。そして常にプラスになると思わ

れる事だけを選択しています。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 五月と言えばやはり、ゴールデンウィークです

よね。 

いろんな過ごし方があると思いますが、ついつい

強行スケジュールで行動して「連休明けの仕事

がつらい(>_<)」なんてならないように体調管理

をして下さいね。 

私は、家族の楽しみにしている予定と自分のやら

なければならない仕事と、一年に一度の自宅のフ

ロアーのワックス掛けと全部やるつもりなので、

日程が足りない位に思っています。 

しっかり、子供と向き合って子供の為に出来る事

はしてあげたいと思っています。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 若山利文社長が山形に来て講演をして頂きまし

た。今日本の国の税収４０兆円の８割近くの 

３４兆円が医療費に使われているそうです。 

今後益々、高齢化が進めばさらにこの傾向は加

速されていき、日本の国は破綻してしまうので

はないかと心配されていました。 

その憂いを、根本から変えるべく㈱ＢＢＢという

画期的な会社を立ち上げられました。次へ続く                                                                                                                             

山あり、谷あ

りの人生だ

から成長も

ありですね。 

いかに病気になら

ないで私達が次の

世代に渡せるかが

私のテーマです♪ 
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近未来の農業を根底か

ら変えようとする人  

 若山社長は農薬や化学肥料に頼って生産され

ている今の日本の農業を化学肥料や農薬を使わ

ない有機農業に戻して行きたいと御自身の理

念を語られました。 

有機農業で野菜や果物の栄養価を高め人間本来

の免疫力を高める事が病気を減らす事に繋がる

との信念の元に取り組んでおられました。 

これから紹介するシステムはロシアのマーズ計

画の一環で、限られた宇宙空間での特殊なイエバ

エの幼虫による宇宙飛行士の排せ物処理と食糧

への転換という研究で生まれました。 

有人火星探索ロケットの計画で何年もの宇宙空

間でも人間が生きて帰ってこられるように研究

された生命の本質にかかわるシステムです。 

日本では若山社長の㈱BBB がその権利を取得して

国の農商工等連携事業にも認定されて、その普及

に邁進されておられました。 

そのシステムを見学しようと日本国内ばかりで

はなく韓国や中国からも視察団が後を絶たない

そうです。 

私もそのシステムを勉強する為、千葉県の成田ラ

ボに行って来ました。 

 このシステムは昆虫によるバイオテクノロ

ジーで環境保全に深刻な問題となっている豚

糞や鶏糞にイエバエの卵を接種し幼虫にかえ

し、その幼虫の酵素処理分解で糞尿を処理させ

ます。室内の温度や湿度を整え、本来の幼虫の

活動を活発化させ、わずか七日間で優れた有機

肥料と蛋白質の豊富な幼虫を生産します。 

イエバエの幼虫は繁殖力に優れており、    

わずか７日間で幼虫は３００倍に増えます。 

そして糞を処理するスピードはミミズの２０倍

だそうです。このシステムが普及して行けば畜産

農家も助かり、野菜農家や果樹農家や稲作農家も

本来の農業に戻れると思います。                                                          

若山さん、

光栄です♪ 

こちらこそ

よろしく♪ 
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武田英昭まで是非ともお願いします。 
どんな事でもいいで～す。 

 

待ってま～す。 

一生治らない
な お ら な い

と医者に言われた自分の左腕全体

の痺れ
し び れ

を、食事の改善から自力で薬も何も使わず

自己治癒力
ち ゆ りょ く

だけで完治させた経験から、「あなた

も健康で幸せになれればいいなぁ」との私の思い

をこめたコーナーです。 (*^。^*) ♪♪ 
 

健康にちょっといい話 

 マーガリンの真実 

 今回は、マーガリンについて考えてみます。 

あなたは、マーガリンとバターなら、どちらが体

に良いと思いますか。 

マーガリンは植物性でバターは動物性ですよね。

植物性のマーガリンの方がヘルシーで

体に良いのでは、と思っていませんか。 

石油を固めるとプラスチックになりますよね。 

大豆油を固めていくとマーガリンになりますが、

この固めていくプロセスをマーガリンになって

からも続けていくと最後はプラスチックになっ

てしまうそうです。 

石油から出来たプラスチックも大豆油から出

来たマーガリンも組織上は、さほど変わらない

為にマーガリンは別名「食べるプラスチック」

と呼ばれているそうです。 

バターよりもヘルシーだと思って常用している

と、心臓の周りにプラスチック状の物質がべった

りと付着して血管壁を脆く
も ろ く

してしまうそうです。 

恐ろしいと思いませんか。 

それに、マーガリンなどの植物性油は発癌
はつがん

性物質

で乳癌
にゅうがん

等のリスクを高めてしまうそうです。 

 それでは、バターなら体に良いのでしょうか。 

バターは動物性油ですよね。 

動物の体温は３８度から４２度位が平均だそう

です。 

私達、人間の体温は３６．５度位が標準ですよね。 

油は温度が下がると固まりませんか。 

つまり、動物性油は動物の体温よりも低い私達

人間の体内に入ると固まってしまうのです。 

それに、血液の主成分は水なので、油は水にとけ

ないので、血液に取り込まれると赤血球と赤血球

がくっついてしまうそうです。 

つまり、マーガリンもバターも使わないようにし

た方が私達の体の為には良いのです。 

マーガリンは市販のクッキーやスナック菓子や

ファーストフード等にも多く使われています。 

マーガリンなどのトランス脂肪酸をとると、LDL

コレステロールを増加させ、心臓病のリスクを高

め、喘息
ぜんそく

やアレルギー症状を起こしやすくし、さ

らに認知症になりやすいとも言われています。 

このようなトランス脂肪酸は、日本ではまだ野放

しのままですが、欧米諸国では販売を禁止してい

るそうです。 

オランダ：トランス脂肪酸を含むマーガリンの販

売禁止 

デンマーク：基準以上のトランス脂肪酸を含む食

品は販売禁止 

カナダ：アメリカ： 

食品中のトランス脂肪酸含有量表示を義務化 

このような国が規制をかけているのに対し日本

政府は食品業界に何の規制もかけていません。 

私達日本人は国が何の防御策も講じないのです

から自らが“狂った脂肪”を体に取り込まない為

にも、家庭ではマーガリンを使わないようにして、

さらになるべく市販のお菓子を食べないように

していく必要があります。 

油は「亜麻仁油」を使うと私達の体に不足してい

る必須脂肪酸の「オメガ３」も取り込めますよ。 

私は毎日「亜麻仁油」を大さじ一杯飲んでいます。                                                                                                                             
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武田英昭までお願いします。 
どんな事でもいいで～す。 
是非ともおねがいしま～す。 
 

待ってま～す。 

せっかく来たんだから

宇宙飛行士と同じよう

に体験しなくっちゃね 

湯煎後乾燥された幼虫は

香ばしい味でしたよ。 

豚糞にイエバエの卵を

接種して三日目には幼

虫が繁殖していました

やっぱり、結構匂いがき

つかったですね(>_<) 

豚舎を見てからで

は食べられなかっ

たでしょうね(>_<) 

豚糞の７割はイエバ

エ幼虫により酵素分

解され３割はこの堆

肥になります。サラ

サラで手で触れまし

たよ。本当にすごい 

イエバエの幼虫（うじ） 

を食べちゃいました！  

 

                                                                                                                             

編集後記 

 若山社長、成田ラボ見学の時は本当にお

世話になりました。 
社長自ら説明して頂いて、非常に勉強にな

りました。 
若山社長の日本の農業を根本から変えよ

うとする熱意がひしひしと伝わってきま

した。 

このシステムが日本中に広まれば無農薬

の野菜がどんどん出回ってくる事でしょ

う。そうすれば、今より病気になる人も減

ってくる事でしょう。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
    お詫びとお知らせ 

 今月号を最後に「健康にちょっといい

話」の連載は終了とさせて頂きます。 

私が本で読んだ知識や人から聞いた話か

ら少しでもあなたの健康に役立てればと

の思いで続けてきましたが、医者でもない

私が私の思いだけで伝えるのはどうかな

と思うようになりました。 
誠に申し訳ございません。 
 それから、今まで４ページで構成され

ていましたが、来月からは２ページにさ

せて頂きます。 

私にとって今やるべき一番大切な事は、 
少しでも娘との時間を作っていく事だと

やっとわかりました。 
知的障害を持っている娘に今、しっかりか

かわってあげなければ後で後悔すると思

います。 
御了承の程、宜しくお願いします。 
             武田英昭 
 

イエバエの飼育中。

スゴイ数でした！ 




