全５回シリーズ
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下 公益財団法人ＳＢＳ静岡健康増進センター公開講座「聞いてなる
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後半は元プロ野球選手で野球解説者の東尾修さんが「野球人生で

学んだこと」と題してトークショーを行った。聞き手はフリーアナウ
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第２回のゲスト出演は、ピッチャー、監督を経て、解説な
どでご活躍の東尾修さん。トークショーを非常に興味深く拝
聴しました。さて、私からは引き続き、貝原益軒の『養生訓』
のお話です。
７「心の静と身体の働」心は身体の支配者であるから、心
を平静にすると身体にも良い。身体は、動かすことによって
血の巡りを良くし、病気にかかりにくくなる。
8「薬・鍼灸よりも予防を」薬や鍼灸（しんきゅう）を使
うことは、健康を守る方法としてはあまりいいことではない。
健康を守る方法としては、体を適度に動かし食欲を増やし、
規則正しい生活をすることこそが正しい健康法である。薬は、
体の調子に合わせてうまく使わないと、いくら良い薬でも毒
になる。薬や鍼灸などはよほどのことがない限り使わないの
がいいだろう。
運動と安静および食事療法の重要性を説き、さらに薬は必
要最小限を提唱しています。現代では、薬の
安全性はかなり担保されているので、江戸
時代と比較して薬剤は極めて大きい相違点
と考えられます。今回はこれにて。
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SBS静岡健康増進センター所長

古賀 震

後援▶静岡県、
（一社）
静岡県医師会、
（一社）
静岡県歯科医師会、
（公社）
静岡県薬剤師会、静岡市

体力づくりはメリハリが大事

ひがしお・おさむ 1950 年 5 月 18 日、和歌山県生まれ。和歌
山県立箕島高出。ドラフト１位で 69 年、西鉄ライオンズ入団。
太平洋クラブ ― クラウンライター ― 西武。82 年、日本シリーズＭ
ＶＰ。84 年、史上 20 人目の 200 勝達成。88 年引退までに 697
試合登板、通算 251 勝 247 敗 23 セーブ、防御率 3.50。95 〜
2001 年、西武ライオンズ監督を務め、1997、98 年にはリーグ
連覇。2010 年野球殿堂入り。日本プロ野球名球会メンバー。
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たんです︒現在はスポーツ
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公益財団法人

URL▶http://sbs-smc.or.jp
電話▶054（282）1109
静岡市駿河区登呂 3-1-1
〒422－8033
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ンサー長谷川玲子さん。

