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田 所雪美さ ん寄稿︵ 福船︶
﹁糖 尿病にな り重症に なると
目が見 えなくな り足も腐 ってく
る﹂と 言われビ ックリ！ 日本人
の約三 分の一が 発症して いるに
もかか わらず治 療をして いない
人が多 いとのこ と︒
先般 南国中央 病院の葛 籠幸栄
先生の 講座があ り︑自分 の周囲
にも糖 尿病の人 がいるこ とから
興味が わき﹁ち ょっと勉 強して
みよう かな﹂と いう気持 ちで参
加しま した︒
なぜ そんなに 糖尿病が 多くな
ったのでしょ う
か︒昔 ︵ほんの 五
十年く らい前︶ は
無かっ た病気だ そ
うです ︒
現在 は︑必要 以
上に物 を食べ︑ ま
た必要 以上に食 べ
る機会 が多くな っ
ている ︒いわゆ る
飽食の 時代とい わ
れてい ます︒私 も
時々主 婦業をさ ぼ
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り︑外 へ食べに 出かけた くなり
ます︒ そんな時 ついつい 美味し
い物を たくさん 食べてし まいま
す︒美 味しい物 を大量に 食べる
と︑糖 尿病の源 となる血 糖値が
高 く な る と い う こ と だ そうで
す︒
また ︑運動不 足も要因 の一つ
で︑最 近流行っ ているメ タボは
この糖 尿病の元 凶で︑糖 尿病に
なった 方はもち ろん運動 は大切
な日課 となりま すが︑予 防の上
での有 酸素運動 は大切だ という
こ と を つ く づ く 知 ら さ れまし
た︒
先生 の話を聞 いている と︑自
分も結 構食事に は凝る方 だし︑
ひょっ としたら 血糖値
が高く なって糖 尿病予
備軍に なってい るかも
しれな いと思い ︑早速
今度お 医者さん へ行っ
たとき 血液検査 でもし
てみよ うかなと 思って
います ︒
皆さ んも定期 的な検
査をし てもらい ︑糖尿
病にな らない生 活を常
に考え 食事に気 をつけ
て︑楽 しく健康 的な生

活を送 ってみま せんか︒
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北 村澄江さ ん寄稿︵ 包末︶
十一 月七日︵ 土曜日︶ 朝八時
秋の歩 こう会と して岩村 ふれあ
いセン ターを出 発しまし た︒今
回は民 間観光バ スで︑二 十五名
の参加 ︑面河渓 谷・石鎚 スカイ
ライン へと車を 走らせた ︒途中
引地橋 でトイレ 休憩︑何 年か前
は賑や かだった が今は少 し淋し
い思い がした︒
御三 戸を通り 面河渓谷 に入る
と車中 からの眺 めは真っ 赤や黄
色に染 まり最高 の状態で 天気も
良く︑ 車中から はきれい ！きれ
い！す ばらしい ！の声
︑紅 葉で黄色 やだい
だい色 に埋め尽 くされ
た石鎚 スカイラ イン沿
いの山 腹 ︑め ずらし
く残雪があちこち あ
り︑思 わぬ風景 に出会
えた︒
間も なく土小 屋に着
く︒ 標高一九 八二㍍
の石鎚 山︑何度 か行っ
たこと のある土 小屋だ
けど今 回が一番 の渓谷

美を見 ることが 出来た︒
面河 山岳博物 館前でバ スに乗
り換え 食堂に着 いた︒食 事が終
わり渓 谷美を見 ながら遊 歩道を
散策し ︑赤や黄 色や緑色 ︑木々
の間か ら光が差 しこみ︑ 目のさ
めるよ うな美し さに少し うっと
りし︑ 心癒され た︒
面河 山岳博物 館には登 山家の
グルー プが撮影 した石鎚 山︑山
の草花 ︑見た事 も無い花 の写真
などが 展示され ていて︑ 中には
事典を 引いてい た方もい た︒ま
た蝶や トンボの 標本には 子ども
の頃を 思い出し 懐かしく もなっ
た︒
帰り は少し疲 れもきて 車中で
は︑う とうと
してい る方も
いた︒ 二十五
名何事 も無く
時間通 りふれ
あいセ ンター
に着く ことが
出来た ︒お疲
れ さ ま でし
た︒

