
 

 

 

 

 

 

 

こんにちはカイテクホーム代表の野間田澄幸です。 

今年も残すところあと二カ月となりました。 

11 月といえば鳥取県の長距離ランナーにとっては米子

鳥取間競走大会です。この駅伝には、私は高校生のこ

ろより 33 回出場し、いろいろな区間を走ってまいりま

した。ひとえに大会主催者のご尽力、地域の方々のご

理解ご協力あってのことと、参加者として大変感謝し

ております。また、走る仲間にめぐまれ 33 回にわたり

自分の走れるチームが存在しているということは本当

にありがたいことだと思っております。 

今月号はこの駅伝の話題を紹介したいと思います。県民のみ

なさんにとっては、この大会開催中は交通規制がおこなわれ、

通行に支障をきたす迷惑な二日間となって申し訳ないのです

が、少しでも興味を持っていただけると嬉しいです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11号 

27 年 11 月 

カイテクホームから皆様へ暮らしのお役立ち情報をお届けします！ 

11 月 7 日(土)～8 日(日)、米子-鳥取間駅伝競走大会【米鳥間駅伝】が開催されます。この

大会は文字通り、米子から鳥取を二日間かけてタスキリレーする駅伝です。今大会は 70 回の

記念大会になります。駅伝 70 回という歴史は鳥取県では最も長く、全国でも 5 本の指に入る

そうです。コースやルール、部門の設定などは、時代や交通事情の変化に伴って変更が繰り返

されてきました。今年は初日のコースに変更があります。 

 11 月初めといえ、過去には雪がふったりみぞれまじりの冷たい雨風の中のレースになった

こともありました。今年はどんな天候になり、各チームにどんなドラマが生まれるでしょう

か。出場者・関係者はもちろん応援して下さる方にも記憶に残る大会になることを願います。 

第 45 回大会記念誌表紙に掲載された写真。ゼッケン 92 番(当時赤碕町)の選手は 25 年前の野間田澄幸です。 

襷を受け取りスタート‼! 

一瞬、若いころの気持ちに

戻ります。 

 

     昨年 69 回大会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目(11 月 7 日) 

米子陸上競技場から倉吉陸上競技場

連絡車って？ 

米鳥間駅伝は、各チームに一台の連絡車がつ

くことが出来る全国でも珍しい大会です。連絡車

とは安全確保のため、走っている選手の後方を

伴走し見守る役目を持っています。それと同時

に、車中よりスピーカーマイクやメガホン、肉声

で、選手に『叱咤激励』をとばしています。選手

は鼓舞され、大会をより一層盛り上げています。 

今年はコースを大幅変更。主に 9号線海沿
いを走ります。大山町内の長い坂道がつづ
くアップダウンコースはなくなりました。 
ドライブ・お出かけ途中にでもみかけられ
ましたら応援よろしくおねがいします。 

なにげに地域貢献 

米鳥間駅伝の登録選手は約 1000 人。その 1000

人がほぼ毎日、駅伝に向けて自宅周辺 5ｋｍから 30

ｋｍ程度を走ってトレーニングしています。毎日、自分

の脚で地域を走り、自分の目で地域を見つめる中、

地域の異変を感じたり危険個所をみつけることもあり

ます。事件・事故に遭遇して対処した経験をもつラン

ナーもいます。自己のトレーニングとはいえ、なにげに

地域の安全安心に貢献していると、ちっちゃく自負し

ながら今日も 1000 人のランナーが地元を走ってい

ます。 

BSS ラジオ番組内で実況放送されます。 

中継点通過のタイムや順位などわかると思います。 

放送時間 7 日 9：00～14：55 

       8 日 9：30～14：00 

2 日目(11 月 8 日) 

倉吉陸上競技場から鳥取県庁 



 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<作り方> 
① ボールに味噌・梨・にんにく・しょうが・酒・みりんを

入れ、よく混ぜ合わせる。 
② ジッパー付きの袋に①を 1 さじ入れ、豚肉を１枚置

く。その上にまた①を 1 さじ入れて肉全体にのば
す。肉の枚数分繰り返し重ねる。 

③ 半日〜1昼夜時々上下を返しながら漬ける。 
 

<焼き方> 
① フライパンにオーブンペーパーかアルミホイルを敷

き、味噌をよく落とした肉を置く。 
② 弱火にして蓋をし、ゆっくりと焼く。→肉が反りかえ

りにくく焼ける。 
③ 焼き目がついたら返し、両面焼く。 
→残った肉汁、漬けていた味噌でキャベツや白菜な
どを炒めても美味しい 

豚肉 
現代人に不足しがちなビタミンＢ1 が豊富に含まれ、疲労回

復に効果を発揮するだけでなく、頭と心の元気の素でもありま
す。このＢ1 は別名「疲労回復ビタミン」といわれ、疲労回復
用ドリンク剤の主成分として使われています。疲労は、体に溜
まった老廃物が上手に代謝されないことによって起こります。

味噌 
ざっと効能をあげてみても、抗癌、高血圧の抑制、あとは、

解毒、疲れを取ること、そのうえ肝臓メカニズムの増強、抗酸
化効果など。あとは、脳の新陳代謝の増強効果、消化剤効果、
肥満対策、便秘対策、あとは、骨粗髪症の対策、糖尿の健全化、
そのうえ老人性痴呆の対策効能もあるのです。昔から健全な体
を保つフードとしても味噌は庶民の間で、大事にされてきたの
だと思います。 

ナシ 
成分は 90％近くが水分です。消化酵素を含み、肉類のタン

パク質を分解する作用があります。糖分の正体はショ糖と果糖
で、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸も多少含んでいます。ビタミ
ンは、B1、B2、C が含まれますがいずれも少量です。 

にんにく 
 疲労回復や滋養強壮に効果的と言われるのは、このビタミ
ン B1 の吸収率を高め、またビタミン B1 を貯蔵できる効能
によるところが大きくあります。ビタミン B1 は糖質のエネ
ルギー代謝に欠かせない補酵素で、言わば元気促進ビタミン
なのです。豚肉とは相思相愛ですね。 

生姜 
食効として沢山のものが知られています。体温の低下を抑制

したり、鎮痛作用や抗炎症作用などがあります。また、血管を
拡張して血流をよくします。 これらのことから便秘が解消さ
れたり、肌荒れが軽減されたりすることもあります。 

<材料> 
大根 
エゴマ油かアマニ油 
鰹節 
しょうゆ 

大根 
 大根のジアスターゼが胃腸にとてもよく、ご飯や餅、いもなどを食べ
過ぎて胃のもたれを感じたときに、大根おろしを食べると、スッキリと
楽になります。 
また、でんぷんだけでなく、たんぱく質や脂肪の消化も助けるので 焼
き魚や焼肉に大根おろしが欠かせません。 

エゴマ油 
 オメガ 3 を抽出できるエゴマは、シソ科の 1 年草の植物です。 
オメガ 3 脂肪酸のα-リノレン酸・ビタミン B1・ビタミン B2・カル
シウム・たんぱく質などを豊富に含んでおり、オメガ 3 の必須脂肪酸
である「α-リノレン酸」は、摂取すると体内で認知症やうつ病に効果
があるといわれる EPA や DHA に変換され、脳に良い影響を与えてく
れるのです。 

エゴマ油は酸化しやすく、酸化してしまうと摂取時に体内への効果が
減少してしまうため、エゴマ油をそのまま摂取するか、サラダやマリネ
など加熱処理をしない調理がおすすめです。 

食材ファイル 

<作り方> 
①大根の皮をむき、2〜3mm の輪切りにし

た後、千切りにする。 
②大根全体に、エゴマ油をまわしかける。 
③皿に盛り付け、鰹節・醤油をかける。 

<材料> 
豚ロース(とんかつ用)    5〜6 枚 
味噌           1 カップ 
梨(またはりんご)すりおろし 小 1/2〜大 1/4 個 
にんにく すりおろし     1〜2 片 
しょうが すりおろし     １かけ 
酒            50cc 
みりん          50cc 

 

 

 埼玉県在住 自宅キッチンで親子料理教室を開いてい
る栄養士・フードコーディネーターの村上明里さんによ
るお料理コーナーです。埼玉は海なし県。山の幸豚肉を梨
入り味噌で漬ける鳥取♡埼玉コラボ料理です。 
皆様も、パワー全開&疲労回復効果満点のメニューで、

駅伝大会でもベストパフォーマンスを！ 

狭山市在住 ややメタボの夫・思春期反抗期真っ盛
り中 2 の息子・気分はお姫様♥年少の娘と 4 人暮
らし。「食べる事は大事 作ることは楽しい」をモ
ットーに、子供達と料理を作っています。好きな食
べ物はカニ! 最後の晩餐は「カニ&ビール」と今か
ら決めています。 

村上明里 

オイルがきめて！ 



 

 

 

 

カイテクホームでは家づくりセミナーを開催しています。 

家を建てようと思ったら、まず何からはじめたらよいでしょうか？土

地探し、資金や住宅ローンのこと、建築スケジュールなど多くの皆さ

んが不安と疑問を感じている事柄があるかと思います。家づくりに関

する基本的な知識を持っていると、後悔の少ない家づくりが出来ます。 

 

カイテクホームでは 

①家づくりの基礎セミナー 【家づくりの重要ポイント 30 分】 

②家のお金と住宅ローンセミナー 【お金の不安を解消】 

③失敗しない土地探しセミナー【土地探しのコツ】 

と題して、わかりやすく、詳しく説明し、みなさんの疑問質問に

お答えしながら納得していただけるようお伝えしています。 

今後もこのようなセミナーを開催する予定です

ので、みなさまの夢のマイホームづくりの第一

歩としてお出かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発行】 

思いやりと技術で快適なくらしを提案する 

～Kind＆Tecｈnica～ 

カイテクホーム 
一級建築士事務所 野間田建築設計 

鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 777 番地 
TEL.0858-55-1096 FAX.0858-55-1254

【最後までお読み頂きありがとうございました。】 

今月は駅伝中心となりました。 

これに懲りず今後とも宜しくお願いします。 

11 月の家づくりセミナー開催予定 

  11 月 28 日(土)・29 日(日) 

天然素材のサンプルもご覧いただけます 

[家づくりのお役立ちポップ] 


