【健康豆知識】
白砂糖は酸性食品で体に良くない
篠崎 朗氏の
より
引用＝「甘いもの、甘い
考えは体も精神もボロ
ボロにする」
先日、テレビで長期に
渡りブームとなってい
たタピオカドリンクの
店が次々に閉店になっ
ていると報道されてい
ました。なぜ長くブーム
だったか？というとタ
ピオカは芋類であり、そ
こにミルクティーを入
れるわけだからおそら
く角砂糖 個分はある
と思われます。
糖質が高ければ高い
ほど中毒性があり、血液
や血管をボロ ボ ロに
し、血糖値スパイク、糖
尿病が進めば網膜症（失
明）、足の壊死、腎臓ま
で痛め透析まで至るこ
とがあります。
１日に摂取してよい
糖分は ～ グラム（角
砂糖約 個）、それ以上
はインスリンが働か
ず、膵臓が疲弊すると知
りましょう。
新谷医師談
白い砂糖は人間の身
も心もむしばむ恐ろし
い食品なのです。みなさ
んは、甘いジュースや甘
いお菓子ばかり食べて
いて、「甘いものを食べ
過ぎると骨が溶ける」と
叱られたことはありま
せんか？じつはこれは
本当なのです。
白い砂糖を摂りすぎ
ると、体内のカルシウム
は失われていきます。で
は、なぜ白い砂糖を摂り
すぎるとカルシウムが
失われてしまうのでし

ょう？それは白砂糖が
酸性の食品だからです。
もっともシンプルな
製法で作られた黒砂糖
は、弱アルカリ性の食品
です。しかし、精製過程
でビタミンやミネラル
などの微量栄養素を失
った砂糖は酸性を示し
ます。人間の体内は、基
本 的 に 弱 ア ルカリで
す。そのため酸性の食品
が大量に体内に入る
と、中和するために体内
のミネラル分が使われ
ます。
このときもっとも多
く消費されるのが、カル
シウムなのです。白砂糖
の場合、カルシウムがほ
とんど含まれていない
ので、必要なカルシウム
は体内の骨や歯を溶か
して供給されます。これ
が甘いものを摂ると虫
歯になったり、骨が弱く
なるメカニズムです。
しかし問題はこれだ
けにとどまりません。人
間の体の中には、体重の
約２％のカルシウムが
９
ありますが、その９
％は
骨や歯の中にあります。
残りの１％が血液や細
胞内にあるのですが、そ
れがほんの少し（１％の
１％ほど）でも不足する
と、人間はイライラした
り心の均衡を崩してし
まうのです。
イライラしたときに
カルシウムの豊富な小
魚を食べるといいとい
われるのは、このためで
す。また、白砂糖は糖分
の吸収がとても速いの
で、血糖値が急激に上昇

します。そのためインシ
ュリンが大量に分泌さ
れ、ホメオスタシス（内
部環境を一定に保とう
とする傾向）の機能が十
分でない子供などは低
血糖を引き起こしやす
くなります。
そして低血糖が続く
と、今度は血糖値を上昇
させようとしてアドレ
ナリンが放出され ま
す。アドレナリンは神経
伝達物質の一つで、興奮
したときに大量に血液
中に放出されるホルモ
ンです。エネルギー代謝
を高めるなどよい効果
もあるのですが、出すぎ
ると脳のコントロール
がきかなくなり、「キレ
る」原因になってしまい
ます。
アメリカでは子供た
ちにキャンディーなど
甘いものをあげすぎる
と「シュガーハイになる
からやめなさい」とよく
いいますが、アメリカで
はすでに、白砂糖を多く
含む菓子類をたくさん
食べる子供は「集中力が
なく、思考力も減退し、
短気でイライラしやす
い」ということがほぼ常
識となっているのです。
最近の子供たちは「キレ
やすい」といわれます
が、その原因の一つは精
製糖の過剰摂取にある
と、私は考えています。
さらに糖類は体内で分
解されるときに、ビタミ
ンＢ１を消費します
が、白砂糖にはビタミン
はほとんど含まれてい
ません。
そのため、ビタミンＢ
の摂取量が少ないと欠
乏症を起こし、過労やめ

今年はどうなるプロ野球・・・
異例の無観客キャンプ始まる
２月１日、今年もプロ野
球の春季キャンプが１２
球団一斉に スタートし
た。今年は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のた
め、全チームが無観客で
の実施となり例年とは少
し違う様子で始まった。
我が地元の千葉ロッテマ
リーンズは沖縄県の石垣
島でスタート。初日の歓
迎セレモニーにおいて井
口監督はキャンプを受け

まい、貧血、うつ、短気、
記憶障害といった、さま
ざまなトラブルも招い
てしまいます。白砂糖が
いかに恐ろしい食品か
おわかりいただけたで
しょうか？
砂糖はお菓子や日々
の料理に使われるだけ
でなく、市販のペットボ
トル飲料にも多く使わ
れています。５００ミリ
リットルのジュースや
炭酸飲料一本に含まれ
る砂糖の量は約 グラ
ムもあります。これは、
健康的な食事における
一日の砂糖の摂取量の
約 グラムを上回る量
です。
家庭で白砂糖の使用
をやめるとともに、市販
のジュース類は飲まな
いように心がけること
が大切です。

な活躍をみせてくれるの
だろうか。

手はユニフォームの胸元
に「Ｃ」のキャプテンマー
クが付き、大きな声でチ
ームを牽引している様子
がみられた。このキャン
プでは法政大学出身のド
ラフト１位左腕鈴木昭汰
投手や昨年終盤に台頭し 他には日本シリーズ５連
覇を狙う福岡ソフトバン
クホークス、メジャーリ
ーグから田中将大投手が
加入した東北楽天ゴール
デンイーグルス、Ｖ奪回
を狙う埼玉西武ライオン
ズなど今年も目が離せな
い戦いになりそうだ。コ
ロナ禍も２年 目になる
が、１カ月に及ぶキャン
プを完走し、無事に３月
日の開幕戦が迎えられ
るよう今は 祈るばかり
だ。

からだろう。それより一
郎を一人にしておけな
いという気持ちが強か
ったにちがいない。祖母
の料理は里いもの煮っ
ころがしや魚の煮つけ
などが多く、一郎はびっ
くりしたが、そのうちに
どう研究したのか大き
なハンバーグや焼餃子
等が食卓に並ぶように
なる。祖母のおかげで、
一郎の淋しさは少しず
つ消えていったが、山形
もそうあけてはいられ
なかった。農作業の貴重
な働き手の一人でもあ
ったから。一郎の家には
通いの家政婦さんが来
る様になり祖母は山形
へ帰って行った。
そして一年余り…父
が結婚して一郎に新し
い母が出来たのだっ

入れてくれた石垣市への てきた藤原恭太外野手な
感謝を述べる と同時に ど注目選手は多いが、な
「この１点をつかみ取る。 んといっても最大の注目
この１点、これを今年は は２年目の佐々木朗希投
全員で共有してキャンプ 手だろう。昨年は超大型
インする」と力強く挨拶、 ルーキーとして期待され
１か月に及ぶキャンプが たが、１、２軍とも実戦登
始まった。新キャプテン 板はなくファンをヤキモ
に就任した中村奨吾選 キさせたが、今年はどん
しく、一郎の記憶の中で
はいつも母と一緒にい
た時分しか浮かんでこ
ない。そんな母が突然こ
の世からいなくなって
しまうなんて、八才の一
郎にとってはとうてい
信じられない事だっ
た。そんな一郎を山形か
らかけつけて来た母方
の祖母が、「かわいそう
になあ、でもこれから先
は元気にしっかり生き
ていかないけんぞ。
母様がいつも見守っ
てくださるのだから、だ
いじょうぶ」。と言いな
がら一郎の頭を幾度も
なでてくれた。
祖母は半年あまり、一
郎の家に住んでくれ
た。忙しい一郎の父に対
するせめて当面だけで
も役に立とうと思った

た。三十八才というその
ひとは、父とは初婚であ
り、美しい人だった。で
も、一郎はその人を母と
は認めたくなかった。か
たくなな一郎の心を開
かせようとその人も父
も存分気を使っていた
のだが、一郎はなつけず
にいた。
家にいるのが嫌でそ
の分野球にのめり込ん
でいっていた。父の留守
がちな中、その人はあま
り口もきかない一郎に
オドオドしてばかり。
そんなある日、二人だ
けの気まずい夕食が済
んだ後、その人があらた
まって一郎に話かけて
来た。
「明日の午後、私と一
緒に出掛けて下さい。お
願いネ」と言ったのだっ
た。翌日、彼女が一郎を
連れて行ったのはモノ
レールだった。母は家の
比較的近い千城台駅か
ら乗車して何も言わず
座席に座らせた。
モノレールは亡き母
とのたった一つの家の
外での思い出だった。は
じめのうち、一郎はなん
でこの人とモノレール
に乗らなきゃならない
んだと腹立たしさを覚
えていたが、絶対に下車
しないでいつまでも黙
ってモノレールに乗り
込んでいるその人を眺
めているうちになんと
なく一郎の心がわずか
ずつ優しくなっていっ
た。
「あっ、あれがそごう
デパートだ」窓から指差
し話しかけたのをきっ
かけに二人で自然に会
話する様になっ て い
た。「一郎ちゃん、仲良
くしよう」その人が小指
を出した。
「うん」二人はげんまん
をした。その人の瞳は涙
があふれていた。モノレ
ールの中で一郎は新し
く母親ができたことを
再発見していた。あれか
ら三十年余り、その母も
なくなってしまった。で
も二人の母は一郎の胸
の中でしっかりと生き
ずいている。

春の選抜大会に専大松戸
月 日に開幕

った。徳山校長は電話を
前に「緊張しています」と
話すと、ホールに駆け付
けたチアリーディング部
の女子生徒４人から「校
長 先 生 頑 張 っ てくだ さ
い」と声を掛けられ、表情
を緩めた。徳山校長は初
出場決定の知らせに「謹
んでお受けいたします。
ありがとうございます」
と応え、受話器を置いた。
持丸修一監督は「セン
バツ出場はご褒美です」
と笑みを見せ、前日に部
員全員から「専大松戸で
野球ができて良かった」
と聞かされたことを明か
し、目を細めた。チームに
ついて「本当に普通の高
校生のチーム」と謙遜し
ていた。
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第 回選抜高校野球大
会（毎日新聞社、日本高校
野球連盟主催、朝日新聞
社後援、阪神甲子園球場
特別協力）の出場校を決
める選考委員会が 月
日開かれ、専大松戸（松戸
市）の出場が決まった。
一 足 早 い 春 の 知 らせ
に、選手や学校関係者は
喜びに包まれていた。
専大松戸は昨秋の関東
大会で４強。２０１５年
夏の甲子園に初出場し、
センバツは初めて。２月
３
２ 日に組み合わせ抽選会
があり、３月 日に甲子
園球場で開幕する。
午後３時すぎ、徳山斉
校長と報道陣は校内の多
目的ホールに集まり、選
考委員会からの連絡を待
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短編小説「モノレールストーリー」 吉成 庸子

モノレールに乗って
もうすぐ温かい春が
来るという日の昼下が
り一郎の母は天国に召
されてしまった。
まだ彼は八才になった
ばかり。母は身体が弱

く、床に臥せっている日
もかなりあったが三度
の食事や父と一人っ子
の一郎の世話に手を抜
くような事はなかっ
た。小さな鉄工所を経営
している父は仕
事に忙しく、め
ったに家に居る
ことはなかった
が…。でも一人
息子を後継ぎに
と考えている父
は、まだ幼いこ
ろから一郎には
かなりきびしく
接していた。
母は本当に優
きくなり勉強よりスポー
ツで頑張っているらしい。
私はまあ元気でまっす
ぐに育つならと何も言わ
ない。お年玉をくばる。そ
れが目的なのだろうと思
うがやはり家族が集うの
は楽しい事と思っている。
六日の夜だったかな？
私は集まりがあり出かけ
た。コロナの関係で大人数
は止めにして四人の気心
知れた人との飲み会だっ

儀ちゃんが笑っているかな？
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何があっても元旦はお参
りに出かけて行った。
私は儀ちゃんが他界し
てからこの彼の想いだけ
は継いでいかなければ
と、必ず護国神社と靖国神
社へは詣でている。
二日は下の弟夫妻が子
供三人を連れてグリーン
タワーで食事会をする。
私は四人姉弟だが、妹が
亡くなってしまったので
弟二人の三人姉弟になっ

けど私はあまりこの姿
見られたくなくて、おとな
しくしている。だって儀ち
ゃんが存命の頃、まだセー
ラー服姿の初恋の人がい
て「一度会ってみたいんだ
よ」と儀ちゃんはいつもい
っていた。
段々年月がながれてい
き儀ちゃんも八十才をい
くつか過ぎた時、私はなん
とか彼の願いを実現して
やろうと、何人かと一緒に
その女性も来て頂ける食
事会をやる運びとなっ
た。お料理屋さんに着いて
も儀ちゃんまるで落ち着
かない。そのうち彼女が現
れた。なんと…彼女は杖に
すがってやって来た。話も
そんなには盛り上がらな
かった。仕方ない六十年振
りの再会だもんね。「お父
さん、会わずにいた方が良
かったんじゃない」と私は
聞いた。儀ちゃんは黙って
いたっけ。
その事を思い出して私
はどうも杖であるくのが
ダメだ。かっこうつけるわ
けじゃないけど。早くさっ
さと歩きたいと今、心から
祈っている私だ。
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たので、お酒も大分飲んだ
上帰りに砂利道で転んで
しまった。古ひざを強く打
ちつけてしまい、その後も
したたか飲んで楽しく帰
宅したが、翌朝足が痛くて
目が覚めた。
すごいビッコをひかな
ければならない。気になり
近くのお医者様に行っ
た。骨に異常がないが打撲
がひどいと言う。杖を使用
しヒョコタン、ヒョコタン
歩いている。
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てしまった。
上の弟は東京に住んで
いるが、市原にある元々の
古い家の管理もあるの
で、大変だと思う。
正月の集まりは、まだ儀
ちゃんが元気な頃から始
まっていた。儀ちゃんは末
っ子のせいか、私を本当に
可愛がってくれていた。
弟二人も儀ちゃん大好
きで、よくなついて集まっ
て来てくれていたもの
だ。甥達の子供もみんな大
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き残りだ。長兄も戦死して
いる。そんな事からだろう
か？生きている時は一回
も欠かした事はなかっ
た。自分は幸いにも生きて
帰れたがたくさんの戦友
は亡くなった。先輩・後輩
ももちろんだけれど…。
戦争の事は私にはあま
り話さなかったけれど、亡
くなられた方々の尊い犠
牲の上に今の幸せがある
のだというのは、折にふれ
て口にしていた。だから、

随筆
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初春の陽はおだやか
で、空は澄んだ青色、風も
おだやかだ。
コロナがなかったら本
当におだやかな元旦なの
にと思いながら、私は家を
出て千葉県護国神社に向
かった。そのあと靖国神社
にお参りする。
これが儀ちゃんが亡く
なってからの私が欠かさ
ない事の一つとなってい
る。儀ちゃんは特攻隊の生
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