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夏負 けか ら回復するに は
そ こで夏負けか ら回復す るには ,図の1
.
2.
3.
4

沖縄 の夏は長 く,しか も ,高温多湿型なので ,
残暑のきび しい 9月の終 り頃迄には ,大抵の人が
｢夏負け｣又は ｢夏やせ｣で参 って しまいます｡

の状態の うち何れかでその状態に うち勝ち ,矢印
を絶 って しまい悪循環か らぬけ出ることです .
それには まず ,疲労に強いか らだをつ くること

しか も,四季の変化がは っき りしない沖縄では
1
0月にな っても ｢夏負け｣か らぬけ きれず ,ダラ

です .

ダラしている うちに ,いつの間にか疲労が蓄積 さ
れて思いがけない病気を招 くこともあ ります .そ
こで ,今月は一 日も早 く ｢夏負け｣か ら回復 し.

凍 労 に 襲 い か らだ を つ くる に は
1. 適切な栄養

疲労に強い体質をつ くるためには ,何 といって

ス タ ミナ充分な体力を とりもどすには ,ど うした

も ｢適切な栄養｣が基礎 とな ります .暑いか らと

らよいかを考えてみ ましょ う.

い って冷たいお茶での ｢お茶づけ｣や｢ひやむ ぎ｣

夏 負 け と は
私共 のか らだは四季を問わず絶えず一定 の体温
を保 っています .気温のひ くい冬には冷た さを皮
膚で感 じると脳が刺激 されて ,す ぐに体温調節が
な され ます .それで 自然にか らだは緊張 します .
逆に暑 くな ると脳への刺激は少な く,ただ汗を
か くだけで体温調節がな され ますので ,か らだは
ダラ ツと弛緩 して しまいます｡

｢冷たい飲物｣等糖質に片寄 った食事は絶体に禁
物 です .む しろ糖質を減 らして ,高たんぱ く質 ,
高脂肪 の方がいいのです｡昔か ら沖縄では , ｢夏
には油物 (アソダムソ)を多 く摂取 し,勢力 (タ
ンチ)をつけなければな らない｣ として脂 肉 (ア
ソダジシ)が 重宝が られていた と い うことです
が ,高たんば く質 ,高脂肪が ｢夏負け｣をふ っ飛
ばす 食事療法 としては 最 も 大切だ と いえましょ

一方 ,
食欲は,
私共 の大脳にあ る食欲中枢に よっ
て調節 されているわけですが ,この食欲中枢は温
度に対 して敏感で ,食欲を促す摂食中枢 は暑 さで
は抑制 され ,冷た さでは刺激 され るといわれてい
ます .そ こで ,暑い夏が続 くと , ｢食欲が全 くな
い｣ ｢体がだ るい 】 ｢疲れがひどい｣結果 として
｢やせて しま う｣ とい う図の よ うな悪循環には ま
り込んで しまいます .これを私共は ｢夏負け｣又
に ｢夏やせ｣ とよんでいます .
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ラ.しか し,同時に ,ビタ ミン炉 ,特に ピタ ミソ

Bl,ピタ ミソCの摂取 に気をつけなければ な り
ません｡沖縄 で夏期に出廻 る野菜 といえば殆んど
が ,瓜類です ので ,つい毎 日いただ く野菜が ,皿
板のみに片寄 って しま うと ,重 さの上か らは野菜
の摂 取量 が多い ように思 えても ,実際の 栄養摂
取量は とでもひ くい結果 となることがあ りますの
で ,ビタ ミンの補給上 ,野菜の選び方には気を く
は りましょう.
又 ,あせをか く人の場合には ,食塩の摂取を忘
れてはな りません .体 内の塩分が不足す ると,臥
共のか らだは活気を失い ,ダラッとな って しまい
ます .その点沖縄で広 く用い られている煮込み料
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理は ,食塩摂取 の面か らい い調理方法 といえまし
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2. 充分な休養と睡眠

(
7ページの続き)

暑さのため脳への刺激が少な く,か らだが ダラ

4‑ 5月適期のもの等が見 られ る｡ 3月播種の試

ッとしているところえ無理に仕事を続け ると疲労

2月迄 ,で
験は していないが ,全品種を 1月か ら1

度が増 します .夏の暑い盛 りの休養はさることな

きれば各旬毎に播種 して見 るともっと詳 しいデー

が ら,残暑の続 く1
0月に もあ ま り無理をせず ,出

タが出ると思 う｡我 々は此 の表の中か ら反当 (
1
0

来 るだけ昼寝をす るか ,か らだを横にす るか して

a当) 6石 5斗 〜8石 5斗 (1石は129kg) の大豆

充分休養を とることです｡

を探 し出せ るし (
然 し満洲株食豆は飼肥料用であ

夏の間は昼が長 く,つい夜ふか しを しがちです

る) ,また琉球の大豆 と変 らない 1
0
0日内外の生

が ,これか らはだんだん夜が長 くな って来 ますの

育 目数で琉球大豆の 2‑ 3倍の収量をあげ ること

で ,充分な睡眠を とることも大切です .

のできる品種 も見 出す ことができる｡
我 々は､大豆の播種期は 2月 と思い込んでいる
が ,それぞれの肺種期に適合す る品種を用 いれば
大豆の播種期は 1月か ら6月頃 まであ ることが分
るし,尚進んで1
0月頃迄雁種可能な品種 のあ るこ

3. 気分転換

同 じ仕事を長 く続け ることは脳 のあ る一部が同
じ刺激を続けて受けることにな りますので ,極度

とも考 え られ る｡大豆の播種期をかえることに よ
り5,6月の梅雨で収穫時 の大豆を腐 らさな くて

の疲労感におわれやすいものです .それで ,一つ

済む ことになる｡良 く考えて農業をすべ きである｡

の仕事に専念 した ら,適当な時間でか らだを休め

(
2
) 大豆栽培上の注意

るとか ,又は全 く性質の違 った仕事をす ることが
大切です .

品種 と播種期･
･
･
‑品種に適 した播種期 ,拝種期
に適 した品種を用 いる｡
播種法 と播種量‑‑‑粂 輝点擢何れで も良いが長
茎 で枝張 りの大 きいのや蔓性のものは疎に短
茎 品種は密植す る｡

4. 適度の運動

か らだがだるい ,食欲がないか らとい っていつ
までもダラダラしたのでは ｢夏負け｣か らの回復
はのぞめ ません.
1
0月にもなると朝夕はい くらか しのぎやすい く
な りますので ,朝の一寸 した時間に体操をす ると
か ,又夕方すず しくなってか ら,今はや りの ｢歩
け歩け運動｣を しダラダラした気持をふ っ飛ばす
のもいいで しょう.
秋はスポーツのシーズンですか ら学校に通 って

土壌=‑･
土壌は中性土壌が良いか ら酸性土壌は
石灰で中和 してか ら好種す る｡
根癌菌‑･
‑酸性土壌地 とか新開地には根癌菌が
いない場合が多いか ら,土壌 の中和後に ,梶
癌菌接種のため ,既に大豆の栽培 された こと
のある中性土壌地帯の畑地か ら土を持来 して
混入撒布す る｡
施肥･
‑･
‑適 量 (多過 ぎない)の 窒素肥料 , 燐
酸 ,加里は充分施す こと｡

いる子供達ばか りでな く,サ ラリーマ ンや主婦 も

中耕 ,除草 ,土寄せ‑‑‑必要であ る｡
病虫害‑‑･
害虫が多いが 1
2日毎にエ ン ドリン撒

身近かなスポーツで ｢夏負け｣か ら回復す るよう

布有効 ,病害にはそれぞれ適当な農薬を用 い

努めましょう.

る｡
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