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＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊  
このメールマガジンは、アレルギー支援ネットワーク会員のみなさまへお送りして  
います。  
＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊  
 

アレルギー支援ネットワーク通信（仮称）３号をお届けします。  
アレルギーっ子の集い・フェアも無事終わりました。ご参加いただいた皆さん、

ありがとうございました。  
さて、新しい季節を迎えるころとなりますね。卒業、卒園を向かえ、新しい世界

へ第一歩を踏み出すうれしい季節でもありますね。親しい人達とのさよならと、新

しい人たちとの出会いがあります。♪新し～い友は白金、古い友は黄金ぞ～♪。知

ってる ?? 
 

★－－－☆  も く じ  ☆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－★  
 
１．アレルギー支援ネットワーク理事の声  

－その３－ 岡本理事から みなさまへ  
 
２．会員からみなさまへ  
 
３．賛助会員からのメッセージ －株式会社永谷園－  
 
４．事務局の窓辺から －総務担当者の巻－  
 
５．Ｂ５版「アレルギー対応給食」発刊 販売開始  
 
６．ニュース・エトセトラ  
 
７．メールマガジン無料会員募集します  
 
☆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－★  
※等幅フォントでご覧いただくと 適に表示されます。  
 
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
☆１．アレルギー支援ネットワーク理事の声  

－その３－ 岡本理事から みなさまへ★  
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  

アレルギー支援ネットワーク理事の岡本です。  
花粉症のみなさんには大変つらい季節になりました。  
何を隠そう田舎育ちの私も近年花粉症に悩まされています。素人判断ですが、わ

が身にてらせば単にスギ花粉アレルギーというより、やはり複合的な因果関係が疑

われそうです。  



さて、私の本業は一級建築士事務所主宰です。一応「日本建築家協会の登録建築

家」ということになっています。世間を騒がせている構造設計士ではなく、意匠計

画系の建築士です。そういうわけで、現在のところメンバーのなかでは少数派の、

シックハウス等の環境系アレルギー問題を担当することになりそうです。  
さて、皆さんご承知の「あるある大辞典番組捏造問題」です。情報の発信側と受

け手側のいわゆる「情報リテラシー」問題として捉えると、デリケートで難しい問

題に突き当たります。  
われわれの今後の活動にてらして言えば、たとえばアレルギー対策に有効な商品

等の情報発信側として、その効能や効果をどこまで検証して紹介できるのかという

問題です。  
逆に言えば、われわれのアレルギー支援ネットワークが推奨する商品は、間違い

なく本物だという信頼を得ること、すなわちある種の「ブランド化」に成功するこ

とができさえすれば、活動の幅が格段に広がると思うのですが、いかがでしょうか。  
地道に信頼される活動を積み上げることこそが王道だということでしょうか。  
どうかよろしくお願い致します。  

 
 
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
☆２．会員からのみなさまへ ★  
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  

皆さん、こんにちは。私は、３人の子の母親です。 

発作を起こしては病院に走り、気付かないまま慢性化する手前で、浩明先生にみ

つけていただいた中３の長女は、今は受験真っ直中。民間の脱ステロイドに目覚め

てしまった母のため、入院した果物アレルギーの中１の次女。豆は食べられるのに、

吸い込むことによって喘息を起こす小４の長男。でも、今は憎まれ口一杯に育って

くれています。 

あれが悪い、これが悪いと犯人探しばかりしていたけど、今はアレルギーとはつ

きあい続けていこうと思います。あらゆる方面から情報を発信してくださるアレル

ギー支援ネットは強い味方です。これからもよろしくお願いします。   ＲＴＫの母 

 
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
☆３．賛助会員 “株式会社永谷園”からのお知らせ ★  
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
 当社は、平成１４年から「アレルギーに配慮した商品」を発売いたしました。現

在「A-Label シリーズ」「アンパンマンシリーズ」「戦隊シリーズ」「ディズニーシリ

ーズ」など、１６種類があります。  
 食物アレルギーについて勉強させていただくため、NPO アレルギーネットワーク

はじめ患者会のイベントなどには積極的に参加させていただいています。その結果、

お客様の生の声を聞く事ができ、商品の開発や改良に反映してきました。 

 昨年１０月、「A-Label ふりかけ」をごま不使用に、｢A-Label カレー｣をマンゴチ

ャツネ不使用にしました。ごまもマンゴも２５品目に入っていませんが、 近アレ

ルギーの方が増えており、多くの患者様からのご要望で今回の改良となりました。 

 お子様に大人気の「戦隊シリーズ」も３月から「ゲキレンジャー」が登場です。

「お弁当カレー」に入っていたマンゴチャツネも、このシリーズから不使用にしま

す。 

 増えたとはいえ、まだまだ「食物アレルギー」について正確な知識をもっている

方は少数です。周囲の無理解に苦しんでいる方々も少なくありません。少しでも皆

様のお役に立てていただければと「子どものために知っておきたい！！食物アレル

ギーのはなし」というＤＶＤを製作、プレゼント中です。詳しくはＨＰをご覧下さ

い。 



商品ＵＲＬ  http://www.nagatanien.co.jp/a-label/index.html 
 
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
☆４．事務局の窓辺から ★  
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  

～総務担当者の巻～  
みなさん！はじめまして。総務担当のクリキです。「総務」というのは聞こえがい

いのですが、ようは支援ネット内の「何でも屋」ですので、皆様のご用事、お申し

付けください。  
支援ネット内での専門分野は主にダニ・カビなど室内の環境対策を担当します。こ

のご相談もお待ちいたしております。  
 さて、私ごとですが昨年秋、実家の家を新築に建替えることになり、ある程度は

分かっていたつもりの家づくり冷やあせ奮戦記を綴ろうと考えています。  
ブログに出来ればと思っていますので、また皆さんにお読みいただければいいなあ

～～と。  
今回は、ブログにしてみたいと思った動機です。  
 建てるなら「人に優しい木造の家を」と初めはそのつもりで、以前から知ってい

た家づくりでは実績と信頼のおけたＯさんにと。Ｏさんには昨春、リホーム計画を

相談し、お願いすることになっていたのですが、義父が亡くなり、必要がなくなっ

てしまったので急遽中断のご迷惑をかけることになってしまいました。  
 ところが、家族が様々な家を見るうち、地震にも強い丈夫な家が。。。ということ

に。  
それからが、大変でした。「Ｏさんに任せる」から、はじめから検討し直しというわ

けで悪戦苦闘の連続です。勿論、それまでも「任せっぱなし」というわけではあり

ませんし、１０数年「アトピー環境研究会」で住まいの問題を建築家の方からお話

しを聞いていたので、全くの初めてというわけではなかったのですが、それでも・・・

信頼できるかどうかも分からないところから出発では大違いです！（つづきはブロ

グ＜クリキの家づくり悪戦苦闘記＞にて！ですね～～～）  
 

◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
☆５．Ｂ５版「アレルギー対応給食」 発刊 販売開始★  
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
栄養士、保育士、養護教諭、調理員など専門職の皆さんにお届けする「手引書」で

す。  
アレルギーを基礎から学び、おいしい食事づくりを楽しむ  
保育園、学校、家庭でも、すぐに役立つ１冊  ! 
コラボで作った本です。  
 
アレルギー対応給食  〈目次〉  
１章 食物アレルギーの基本  
２章 アレルゲンの基本  
３章 アレルゲン別の症状と対応  
４章 子どもの食事・栄養とアレルギー  
５章 授乳期・離乳期のアレルギー  
６章 集団給食の目的と献立の基本  
７章 教育・保育現場でのアレルギー対策  
８章 給食における食物アレルギーの対応  
９章 幼児・学童期のアレルギー対応食献立 ほか  
 
定価 3,000 円 (税込み )  



 
〈申し込み方法〉  
◎購入申込書に記入の上、お申し込みください。  
◎お申し込み後、郵便振替をお済ませください。  
◎振替がない場合は、キャンセルとなります。  
◎郵便局の振込用紙で直接振込む場合は、「通信欄」にご注文冊数、送付先住所、お

名前、ご連絡先電話番号、 fax 番号、メールアドレスなどを必ずご記入ください。  
◎振込み後３週間以上たっても書籍が届かない場合は、事務局にご連絡ください。  
 
申し込み方法、購入申込書など詳しいことはこちら PDF をご覧ください。  
http:// www.alle-net.com /news/text_order.pdf 
 
★２冊以上まとめて購入の場合は、送料無料です。  
★５冊以上まとめてご購入の場合は、10%off です。  
★アレルギーの会、各団体でのお取り扱いの特典は、事務局にご相談ください。  
 
〈その他〉  
３００冊の無償配布は、おかげをもちまして、終了となりました。  
ご応募いただきありがとうございました。  
 
〈お問い合わせ・お申し込み先〉  
アレルギー支援ネットワーク  事務局 中西  
tel・ fax:0564-55-5702   e-mail:nakanishi@alle-net.com 
 
 
 
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
☆６．ニュース・エトセトラ ★  

～お知らせ～  
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
１．《２００７年２月１０日・１１日 アレルギーっ子の集い・フェア開催しました》 

去る２月１０日、１１日に名古屋大学医学部付属病院 鶴友会館にて、アレルギ

ー支援ネットワークＮＰＯ法人設立＆「アレルギー対応給食教本」出版を記念し、

「２００６ アレルギーっ子の集い・フェア」を実施いたしました。ご参加くださ

った皆さま、お手伝いくださった皆さま、本当にありがとうごさいました。 

２月１０日７６名、１１日１４６名、二日間延べ２２０～２３０名参加のイベン

トになりました。第１日目の参加者が少なく残念ではありましたが、第２日目の宇

理須先生の講演会は満員御礼となり、立ち見席が出るほど盛況でした。また、第１

日目には、アレルギー大学修了生１１名の皆さんの修了証授与式を行いました。続

いて、春日井の「母ちゃん一座」に、スクリーンに映し出したアニメーションにせ

りふをつけアレルギー教育劇を熱演していただき、とても好評でした。アレルギー

の子どもを題材にした教育現場でも観賞していただけるものです。 

そして、集いの両日は、アレルギー関連商品の展示販売ブースも１０社あり、試

供品の配布や試食を行い、参加者の皆さんには喜んでいただけたものと思います。 

反省点や残念な点も多々ありましたが、次回の企画に生かしたいと思っています。

今後とも、よろしくお願いいたします。 

 

 

２．《第 2 期「アレルギー大学」開催します》  
◆本年は約１００名募集  !愛知県・静岡県で開催します。  



◇講座内容と募集定員◇ (受講料無料 ) 
 
◎初級コース  募集定員２コース４０人  
  資料代・調理材料代として￥6,000 
◎中級コース 募集定員２コース４０人  
  資料代・調理材料代として￥6,500 
◎上級コース 募集定員１コース２０人  
  資料代・調理材料代として￥7,500 
◇コース修了者には、「修了証」を授与します。  
※ 静岡県 (浜松 )では、基礎・初級講座、初級調理実習のみです。  
◎各講座・調理実習を単独受講していただけます。  
 １講座につき￥1,000、１調理実習につき￥1,500 の資料代・調理材料代が必要で

す。  
◇託児は、名古屋・岡崎会場では行いません。静岡 (浜松 )会場のみ行います。  
◇講師陣の紹介、受講科目・日程・会場など詳しくはこちら PDF をご覧ください。  
http://www.alle-net.com/blog/event/%83A%83%8C%91%E5%8Aw%82Q%8A%FA
%90%B6%95%E5%8FW%81i%82%82%82T%94%C5%90_%82%B5%8D%9E%82%
DD%82%C8%82%B5%88%F3%8D%FC%97p%81j.pdf 
◇申込用紙はこちら PDF をダウンロードしてください。  
http:// www.alle-net.com /news/alledai2_entory.pdf 
 
◆お問い合わせ・お申し込み  
 アレルギー支援ネットワーク 事務局 中西  
tel/fax : 0564-55-5702    e-mail :nakanishi@alle-net.com  
 
 
３．《アレルギー支援ネットワーク通信 (仮称 )の名前を引き続きご応募ください》  
【応募先】NPO 法人アレルギー支援ネットワーク 事務局  

FAX：  0564-55-5702 （担当：中西）  
 e-mail： sonoki@alle-net.com（担当：園木）  

【締め切り】2007 年 3 月 20 日  
【発 表】2007 年４月 1 日発行 アレルギー支援ネットワーク通信 (仮称 ) №４  
 
 
４．《アレルギー支援ネットワークでは、一般会員を募集しています》  

詳しくは、http://www.alle-net.com/ 
「支援ネットについて」の「会員の特典・入会書」をお読みください。  

【問い合わせ】NPO 法人アレルギー支援ネットワーク 事務局（担当：中西）   
FAX：  0564-55-5702    e-mail：nakanishi@alle-net.com 

 
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  
☆７．メールマガジン無料会員募集します ★  
◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇  

メールマガジン無料会員とは・・・  
メールアドレス（ＰＣ、携帯）を登録した方です。  
メールマガジン無料会員に「アレルギー支援ネットワーク通信」（仮称）を毎月１  

回無料配信します。新鮮な情報を盛りだくさんお届けします。ＰＣにも携帯（一部、  
表示できない機種があります）にも配信できます。  

また、メールマガジンはその時々のニュースだけでなく、ＨＰに掲載されない、  
読者の皆様だけへの特別割引などのご案内や、地震・水害などの被災時には、安否  



確認や支援などの媒体として利用をさせていただきます。  
お友達やお知り合いの方にも、是非ご紹介ください。どなたでも無料会員になる  

ことができます。  
 

ＰＣ、携帯のアドレスをお持ちでなくても、郵送でお届けすることができますの  
で、事務局 TEL/FAX：0564-55-5702 までお問い合わせください。  
 

メールマガジン無料会員登録は ＨＰ（ http://www.alle-net.com/ ）からどうぞ。  
『メールマガジン無料会員』をクリック → 『無料会員とは・・・』をお読みい  
ただき、同意をされる場合は、『申し込み』をクリック → 事務局へのメールのフ  
ォーマットに記入・送信 → 登録完了  

尚、配信停止もいつでもできます。  
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  
▲ 今後、アレルギー支援ネットワークのメールマガジンを希望されない方は、お手  
数ですが、件名に「配信停止希望」と書いて  
アレルギー支援ネットワーク sonoki@alle-net.com（担当：園木）  
                                              までメールをお送りください｡ 
 
★メールマガジン配信準備の都合上、配信停止手続きと行き違いでお届けする場合  
がございますが、ご了承ください。  
 
★ このメールアドレスは、メールマガジン専用ですので、各窓口の方にご連絡くだ  
さい。  
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  
★会員のみなさまからのご要望、お便り、アレルギーについての疑問などお寄せく  
ださい。  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  
 
アレルギー支援ネットワーク  
◇事務局◇ 444-0802  愛知県岡崎市美合町三ノ久保 13-3, 103 
▽TEL/FAX：0564-55-5702     ▽E-mail： info@alle-net.com 
 
☆◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇☆  


