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常に働き︑さっき食べたばかりだというのに︑ 夏太りをしやすくなる
お腹が空いたと感じるなんてことはありま
ではなぜ﹁睡眠時間が短いと︑太りやすくなるの
せん︒しかし︑あるモノが足りなくなると︑こ
か？﹂という問いですが︑答えの一つが︑先ほど述べた
の憎い
﹁グレリン﹂グレだし︑異常に分泌︒食べ
﹁グレリン﹂というホルモンがたくさん出るからなの
ても食べてもお腹が空くことになります︒
ですが︑なぜたくさん
そのあるモノとは ……
出るかというと
﹁原始の昔︑人間は食料
睡眠不足と肥満の関係
が豊富な夏に栄養を蓄
え食料が少ない冬にそ
なえたのではないか？
夏は︑日照時間が長
く︑夜が短くなるため︑
どうしても睡眠時間が
短くなるため︑睡眠時
間が短いと︑人間の本
能として︑たくさん食

料をとろうとするからではないか？﹂
と︑
いう仮説があります︒
つまり﹁睡眠時間が短いと︑ホルモンが出て空腹感が出
る︒そのため︑起きている時間にたくさんモノを食べてしま
うから﹂という説です︒
さらに悪いことに︑睡眠不足になると﹁コルチゾール﹂とい
う︑ストレスホルモンも出てくるのですが︑このホルモンは
インシュリンの分泌を促進しますので︑より一層太りやすく
なるというわけです︒
季節はもう夏︑睡眠不足には︑充分に気をつけたいです
ね︒

夏太りと夏痩せに対処する

自動車修理専門書籍の購入はネットが便利！

夏太りについて書いていますが︑夏に食欲がなくなって夏
痩せしてしまう人も多い事でしょう︒
どっちもいやですよね︒ところが両
者には︑ある共通点があるのですよ︒
それは食べ物︒
夏になると︑夏太りする人も︑夏痩
せする人も︑冷たくてのど越しのいい
そうめんや冷やし中華︑アイスクリー
ムにシャーベットと︑カロリーや糖分
が高くて︑栄養価が低い食べ物に偏り
がち︒
結果︑夏太りする人はカロリーオー
バーで太り︑夏痩せする人は冷たいも
のばかりで︑胃腸が疲れちゃう︒
冷たいもの︑のど越しのいいものば
かりじゃなくて︑ちゃんとタンパク質
やビタミンの豊富なものを食べて︑夏
を乗り切りましょう！
︵食文化研究家・巨椋修︶

TEBRA
http://tebra.jp

自動車修理専門書店

花唇へと働き蜂の熱き風
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どうも食文化研究家の巨椋修︵おぐらおさむ︶です︒実はワタクシ︑若い頃は体重制の格闘技
った︒
選手でした︒体重制というのは︑
いわゆるミドル級とかライト級とか︑あるいは６０キロ級と
と︑
いう研究結果が出ているとのこと︒まさに﹁睡
か︑規定の体重で同階級の選手同士が戦うというアレです︒体重制の格闘技選手についてまわ
眠不足は肥満のはじまり﹂といえますね︒
るのが 減“量 ”私も︑現役の頃は︑
一か月で体重を 10
キロ減量したりと大変でした︒そんな経
験から︑減量︑もといダイエットには関心があります︒そこで今回はダイエットのお話しをしよ 夏は睡眠時間が短くなるので
うと思います︒

６月の夜空 おとめ座

その足りないあるモノとは﹁睡眠﹂です︒睡
眠不足になると︑﹁グレリン﹂グレて異常に分
泌してしまい︑まだお腹に食べ物があるとい
うのに︑空腹を感じるようになってしまうの
です︒
コロンビア大学での研究によると︑睡眠時
間７時間の人に比べて
・睡眠時間４時間以下の人は︑７３％も肥満

の象徴でもある明るい星﹁スピカ﹂とは︑ラ
テン語で﹁穀物﹂を意味します︒
もう１つのお話は︑神々と人間とが仲良
く一緒に暮らしていたころのお話です︒
神々は︑あとから現れた人間
たちが︑争いばかりを起こすの
で神々はあきれ果て︑１人また
１人と天上に帰って行ってしま
いました︒正義と天文の女神ア
ストライアーが︑最後まで地上
に残り︑人間たちに正義の尊さ
を伝えようとしていましたが︑
人間たちは女神の言うことには
耳を貸さず相変わらず争いに明
け暮れてばかりいました︒彼女
は人間たちに失望し︑天に昇っ
ておとめ座となりました︒彼女
は星となってからも手にはてん
びん︵てんびん座︶を持ち︑人々
に正義の尊さを伝えようと︑地
上の愚かな人間たちに訴えかけ
続けているのです︒
どちらのお話も神話らしい魅
力的な物語です︒﹁穀物﹂という
名を持つ
﹁スピカ﹂を愛でてもいいですし︑お
とめ座の近くにあるてんびん座を一緒に見
ることで︑正義の尊さについて考え直してみ
るのも一興かもしれませんね︒
︵コラムニスト チャーリー︶
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食べても食べてもお腹が空きませんか？
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ダイエットの敵といえば食欲︒ダイエットを
していると︑どうしても食べ物のことを考え
てしまって︑余計にお腹が空くものですよね︒
中には﹁さっき食べたばかりなのに︑もうお
腹が空いた﹂なんて経験がある人も多いんじ
ゃないでしょうか？ それは︑胃袋が元気で
たちまちのうちに胃の中にある食べ物を消化
しちゃうから？
いえいえそうではありません︒人はなぜお
腹が空いたと感じるかというと︑胃から﹁グ
レリン﹂というホルモンが分泌され︑脳の食欲
中枢を刺激することで︑空腹を感じるので
す︒
健康な状態であれば︑この﹁グレリン﹂は正
６月の南の夜空には︑おとめ座が見られます︒
おとめ座は全天の中で︑うみへび座の次に広い範囲を占め
る︑大きな星座です︒
目印となるのは︑全天で 21
個しかない１等星のうちの１つ
である明るい星︑スピカです︒
おとめ座の由来には２つの
お話があります︒
まずは１つ目のお話︒
神話の時代︑豊穣の女神デ
ーメーテールの娘であるペル
セポネーは︑妖精と一緒に花を
摘んでいるところを︑冥界の
神ハーデスに捕えられ︑無理
やり妻にされてしまいまし
た︒そのことを知った豊穣の
女神デーメーテールは激怒し
ました︒その怒りを恐れた大
神ゼウスは︑
ハーデスに︑ペル
セポネーを神々の国に帰すよ
うに命令をします︒ペルセポ
ネーは無事に神々の国に戻る
ことができましたが︑
ハーデ
スに捕えられていたあいだ
に︑冥界のザクロの実をすで
に口にしてしまっていたため︑神々の国には１年のうちの８か
月しか過ごせず︑残りの４か月は冥界で暮らさなくてはなら
なくなっていました︒このようにして︑おとめ座は１年のうち
４か月は夜空に見られなくなり︑その時期は穀物の育たない
冬の期間に当たるようになったと言われています︒おとめ座
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武士といのち

今話題の電子ブック化を安価にて制作します。
・パソコン、iPad,iPhone,Andoroid 端末で閲覧可能化です。
・HP にもアップできます。
・本を開くような感覚が魅力で、好まれています。

海苔が主役

と人を殺さなくなったのは島原の乱からで︵領 人間でさえも平気で殺すわけだから︑動物虐待
くなったから立派だ﹂と︒
同じく︑日本の町民が幕末を回想して語った話はもっとリア 民を殺しすぎて納税者がいなくなったため︒︶︑ に何の疑問も持たなかったであろうことを思え
それが定着したのは五代将軍綱吉の御代︑悪 ば行き過ぎも致し方なかっただろうか︒
ルである︒﹁ある晩︑ホロ酔い機嫌で四谷大通りを夜の十二時
︵小説家 池田平太郎︶
﹁生類憐れみの令﹂からだとか︒人間は
近くに帰って来ていると後から石を蹴ってよこす者がある︒振 名高い
り返るとお侍が三人︒ゾッとして体が硬直し足が進まなくなっ
られるのでゴミも出ない︒見た目もカ
た︒侍はバラバラと私を取巻いて﹃無礼な奴だ︒石を後蹴に致
ラフルで作る楽しみ︑食べる楽しみも
したな﹄と言う︒慌てて詫びを入れたが︑もう︑この時には一人
あるという︒製品化された海苔カップが
が私の襟首を捉え︑もう一人は手を押えている︒蒼くなって震
下の娘の旦那はアメリカ人だ︒結婚して１０年経つ
売
られいる他︑﹁海苔カップメーカー﹂と
慄えていると耳の辺で何か言う︒﹃君︑危ない！手をどけたま
が︑日本の食材で未だに食べれないのが海苔と豆腐と納
い
う海苔カップを作る用具も売ってい
え ︑
つまり斬ろうとする侍が襟首を抑えてい
…手が邪魔だ﹄︒
豆だ︒
る︒海苔は世界に誇れる日本食の主役
る侍の手が邪魔になると言っているのである︒利那︑モウ無我
海苔は︑紙を食べているような気がするそうだ︒納豆 のひとつである︒
夢中︑斬ろうとする侍に突き当り︑抜きかけた刀を奪って一切
は匂いに馴染めない︒豆腐はぶよぶよして︑しかも︑味
︵ジャーナリスト 井上勝彦︶
夢中で駈け出した︒だが︑御濠端を市ヶ谷八幡の所まで逃げお
がないので
おせると息が切れて死にそうでドブの中へ潜り込んでしまっ
敬遠するの
た︒ドブの奥の方へ入っていると三人の侍も追いかけて来て長
だという︒ど
い物干し竿を突込んで掻き廻したりする︒ようやく去っていっ
れも小生の
た時の嬉しさ︒夜がほのぼのと明けてきたので這い出したら
好物である︒
今まで気がつかなかったが犬や猫の死骸の溜っている臭さは
特に︑歯が残
鼻をもがれるよう︒やがて通りがかった人々が何だと思って寄
りすくなった
って来たから前夜の話をすると︑
いずれも私の好運を祝して
今では︑豆腐
くれ︑家へ帰ると大騒ぎになっていた﹂と︒
で命を永ら
いくら世の中が騒がしくなっていた幕末とはいえ︑徳川幕府
えていると
のお膝元の江戸でもこれなのだから︑ましてや人心が荒廃沸
いっても過言
騰していた戦国乱世がどうであったか容易に想像がつく︒今で
ではない︒幸
言うならクラクションを鳴らした鳴らさないで︑すぐに殺し
い︑この３食
合いが始まる世界を想像すればいいだろうか︒日本人が割り
材︑孫娘たち
は大好きである︒
海苔といえば︑最近︑握らないおにぎりが
流行っているそうだ︒妻を亡くした当初︑料
理本を何冊か読んだが︑その中に︑﹁クッキン
グパパ﹂という料理漫画があり︑その中に登
場していたもので︑初版発行日から逆算する
と２０年以上前に描かれたものだ︒それが︑
最近ネット上で話題になり︑
一種のブームに
なっているらしい︒
四角形に広げた具材をいれたご飯を海苔
に乗せ︑四隅をたたんでから食べやすい大き
さに切るだけ︒海苔で包んだサンドイッチご
飯の様なものだ︒
その︑簡便さと見た目の良さ︑中身が見え
る便利さなどが人気の秘密らしい︒
おにぎり作りにも挑戦したが︑なかなかう
まくいかず︑最近は︑
コンビニおにぎりにお
世話になっている︒おにぎりの海苔をパリっ
と保つ包装方法にもいくつか種類があって面
白い︒
﹁そのまま食べれるのりカップ﹂というの
も︑同じくネットで話題になっているらしい︒
娘の facebook
で始めて知ったが︑孫娘が大好
きで︑弁当にしょっちゅう登場するらしい︒こ
ちらは︑もっと簡単で︑海苔で作られて小さ
なカップに小さなおにぎりを入れ︑
いろんな
具材をトッピングするだけ︒カップごと食べ
方よりも︑あまり運動する習慣がなく︑のらりくらりと︑散歩で歩く程度・・・
の方が腰が曲がったり︑トラブルが少ないという事実には驚きます︒
椎間板に負担をかけないためには︑筋力を落とさないことが大切︒
そして︑筋肉は脾が司っていますので︑後天の精である脾胃に負担をかけ
ないような工夫が必要です︒
食事はよく噛んで腹七分︒空
腹時に甘い物を摂る習慣をなく
す︒甘い物は脾胃の働きを止め︑
腸の蠕動運動をストップさせま
す︒その結果︑腰への負担が増
大︒お野菜とともに︑大豆製品
や︑魚介類︑赤身の肉などのタン
パク質をとる︒黒豆︑ひじき︑木
耳︑胡麻などの黒い食べ物や山
芋︑海老など補腎の食べ物で骨
を強化
食後に１０分程度ブラブラ歩
くだけで︑筋肉や骨の作り替え
が促進されるヨーガや太極拳︑
気功︑養生体操など︑ゆったりと
した動きで︑筋肉をストレッチ
しながら鍛える運動がお勧め
漢方では︑タンパク同化作用
を高めるＷリンクル︵プラセン
タ︶や骨代謝を正常化し︑丈夫な
骨を作る骨砕補︵補腎剤︶がお勧めです︒
︵薬剤師︑薬食同源アドバイザー 高田理恵︶

現代人は﹁武士﹂と聞くと憧れにも似た気持ちを抱くだろう
が︑実際の﹁お侍様﹂が庶民にとってどれだけ恐ろしい物だった
か︒戦国期の宣教師は﹁日本では至る所で普通に殺人が起きて
いる﹂と驚きを持って記しているが︑それは泰平の世を挟んで
も変わらなかったよう
で︑幕末に来日した外
国人が明治になって回
想して曰く︑﹁この国
で至って廉価なのが時
間と生命︒極上の人な
ら幾分値打ちがあった
が下民になると少し
も値打ちがない︒当時
は寂しい所だった一橋
御門外滞在中︑二度︑
惨殺死体を目にした
が一人の軽い役人が人
足に命じてゴザヘ包ま
せて片付けただけ︒ど
この裁判所でも調べ
なかった︒今の日本は
貴い人でも無闇に人
民を刺す事が出来な
背骨と背骨の間でクッションのような役割をしている
椎間板の耐用年数は４０年という話︒道理で４０歳を過
ぎたあたりから︑腰痛に悩まされる方が急激に増えてく
るというのは︑納得がいきます︒
寿命が延びて︑多くの方が８０歳をラクラク
超えていることから︑椎間板の耐用
年数の倍以上の年月を上手にもた
せなくてはならないのだから︑これ
は大変なことですね♪
特に女性は︑閉経を境にどんどん
と椎間板も脆くなってゆくので注
意が必要です︒
それでは︑とっくに期限切れの椎
間板をどのように整備してゆく
か・・・︒
それは︑椎間板に負担をかける行
為を減らすことです︒健康に為にス
ポーツや運動をしようとする意識
は素晴らしいですが︑４０歳を超え
たら激しい運動や︑運動のしすぎは
厳禁のようです︒よかれと思って続
けた運動が仇になり︑返って腰が曲
がったり︑歩けなくなる方がとても
多いのに驚きます︒
具体的には︑ジョギングや︑激し
いダンス︑ゴルフやテニスなど︑そして歩きすぎ
も要注意︒意外にも︑このような運動を続けた

椎間板の耐用年数は４０年
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