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広がり、村全体に雨が降り出しまし

Dr. ハスムラの

健康指南
★

自然災害について

た。村人たちはあまりの突然のこと
に驚き、そして歓喜の声を上げます。
降り始めた雨は大地をしっかり湿ら
文：蓮村

奮

★

せ、そして干上がらせた湖や川が水
で一杯になるまで降り続けます。そ
して、以前のような水の豊かな土地

これ以上雨が降らなければ村人たち

の戻ると雨は自然に止みました。す

10 月中ごろには超大型の台風 22 号が

はその村を捨てるか、そのまま餓死

る と、先 ほ ど ま で ま る で 気 配 の な

日本を縦断し、すでに例年の５倍近

するのを待つしかない状態になりま

かった部屋から仙人が出て来ました。

くの台風直撃による被害をより一層

した。すでに体力のないお年寄りは

そして何も言わずに山に帰ろうとし

大きなものにしていきました。今や

衰弱し、明日にでも命を落としかね

ました。

レタスが一つ 1000 円を越すお店まで

ない窮地に陥っていたのです。

今年は台風の当たり年のようです。

慌てて村人がその姿を引きとめ、

そんなある日、村人の一人が山奥

部屋をのぞくと用意された水も食料

に雨を降らすことができるという仙

も全く手をつけていません。村人は

そもそも私たちは、こんな自然災

人の噂を聞きつけます。早速村人の

仙人が部屋で何をしていたのかとて

害になすすべもなく、ただ被害を受

中からまだ比較的体力が残っている

も不思議に思って尋ねました。

けるだけの小さくて弱い存在なので

若者が選ばれその仙人を連れてくる

しょうか？

襲い来る暴風雨に防波

ことになりました。そして待つこと

堤は壊れ、川は決壊し、軒並み家が

三日。待望の仙人がその村にやって

「この村はとても不調和に溢れてい

倒壊します。畑は水浸しになり、農

きました。仙人は、村に着くと、何

た。私はただ、瞑想をしていただけ

作物は根腐れを起こし壊滅状態に陥

をするでもなくすぐに用意された部

だ」

ります。

屋に入ると戸を閉め、誰も入れない

あり、このまま来年の三月あたりま
で野菜の高値は続くようです。

これまでの自然災害に対する対応

ようにしてしまいました。

仙人は、村人たちに向かってこう
言いました。

一人の人間の不調和は宇宙全体に

策は、土砂崩れが起こらないように山

村人たちは仙人が部屋で何をして

広がります。それが大勢集まれば、

の斜面をコンクリートで固める、川の

いるのかと気が気ではありません。

大きな大きな災害をもたらすでしょ

決壊を防ぐために防波堤を強化する、

戸の外で耳をそばだてて物音を聞こ

う。現在日本に頻発している様々な

いざというときの連絡手段を徹底させ

うとしますが、外部に漏れる音は全

自然災害は、日本の意識全体が作り

ておく、など様々ですが、本当の意味

くなく、まるで人などいないほど静

出している不調和の現れではないの

での予防、すなわちそのような災害が

かです。村人たちは、「あの仙人は何

でしょうか？

起こらないようにするということはで

をしてるんだ？」
「我々が用意した貴

出来ること。それは、私たち自身の

きないのでしょうか？

重な水や食料をただ食べて寝ている

調和を取り戻すことです。意識の目

だけなんじゃないか？」などと疑心

覚め、心と身体のバランス、そして

暗鬼になっています。

環境との理想的な関係を創り出すこ

昔々、中国の山間部のある村での
お話です。
ある年のことです。その村ではも

一日目が終わり何も起こりません

う半年以上雨が一滴も降らず、川は

でした。二日が過ぎても何も起こり

干上がり、畑はひび割れてしまいま

ません。そして三日が過ぎようとし

した。備蓄の水や食糧は底を尽き、

た夕方、突如として空一杯に雨雲が

私たち一人ひとりに

とが、本当の意味での災害の予防に
なると思います。
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Dr. タナカの

診察室の窓
文：田中

生期、出生後の器質的脳障害（未熟
児、仮死、脳外傷、脳炎、脳膜炎な
ど）が考えられていますが、不明な
ところも多いことも確かです。治療
康雄

じっと落ち着いていられない子供たち

は、強力精神安定剤や精神中枢刺激
剤「リタリン」などです。
私の意見ですが、西洋医学の治療

「ワンパクでもいい、たくましく

知的障害がない自閉症のことをいい、

については決して満足のいくもので

育ってほしい。
」という宣伝文句が一

高機能広汎性障害、サイレン・チャ

はありません。強力精神安定剤は目

昔ヒットしたことを覚えているで

イルドなども同類の疾患です。

に見えない鎖とも言えます。最終手

しょうか。子供は、ワンパクで元気

マ ハ リ シ・ヴ ェ ー ダ 医 療 で は、

段としてはこの方法も必要となるで

すぎるくらいが子供らしくて良いと

ヴァータの乱れが神経系に関して著

しょう。しかし、もしお母さんのお

いうことです。

しく、ピッタの乱れがヴァータの神

腹から生まれ出る時、異常な辛い試

経系に入り込んでいます。ヴァータ

練を経験していながらも、自我の成

親や先生泣かせの問題児といわれる

は、熱 意、呼 気、吸 気、動 き、組 織

長が不十分な時期から強力な薬で押

子供たちの話題です。とかく親は過

の発達、排泄に関与していますが、

さえ込むことがファースト・チョイ

激すぎる我が子に手をやいています

それにピッタの熱と鋭さが進入する

スであってはならないのではないで

が、少しでも大人しくなってくれる

ことによって、正常な熱意が怒り、

しょうか。もちろん西洋医学に手段

だろう時を待ちこがれて、少しの苛

いらだち、興奮と激しさになり、呼

がないためにこれらが投薬されるこ

立ちなら抑えつつも日々過ごしてい

吸は鋭く激しい呼吸や興奮した話し

とも理解できます。

ます。

方になります。動きも鋭く急激な動

ヴェーダ医療では、心・意識に及

しかし、学校の先生や同級生はな

作と落ち着きの欠如となり、組織の

ぶアプローチがほとんどで、心身の

かなか大目にみてくれません。同級

発達も過度な熱から未熟となり痩せ

ストレスを軽減し、至福体験を与え

生 の 父 兄 か ら 苦 情 が で て、扱 い に

があったり、神経系の発達に未熟さ

ることが可能です。ＴＭ瞑想、オイ

困った学校側はやむなく、専門的な

も出現します。排泄は急激な排泄か、

ル塗布療法、ヴェーダ波動療法など

見解と理解を求めて小児科や精神科

熱 結 し た 便 秘 と な り ま す。メ ン タ

の純粋意識を体験するプログラムや、

の受診をすすめることになります。

ル・ドーシャでは、ヴァータ・ピッ

神経系を整える食事（熱く、乾燥し

タドーシャであるラジャス（激性、

ていて刺激性のあるものを避ける）

動的）の増加が関与します。

や生活、正しい五感の使い方など私

今回は、ワンパクの限界を越した、

限界を超したワンパクな子は、普
通学校に入学できる正常な知能にあ
りながら、様々な程度の学習や行動

小児精神医学におけるＡＤＨＤの

たちを取り巻く環境を最大限に活用

の異常がある子供で概ね注意欠陥多

精神症状の特徴は、やはりじっと落

する方法を提供しています。具体的

動症候群ＡＤＨＤと診断されます。

ち着いていられない多動、注意持続

には次回に続く。

アスペルガー症候群（高機能自閉症）

が短い、情緒不安定で衝動的、攻撃

という病名も最近流行していますが、

的などです。原因として出生前、周
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アーユルヴェーダ
ペンギン博士の

薬草学
文：小澤

サポジラはもっぱら食用のようです
が、インドガキは食用だけではなく医療
用としても大活躍です。果実はヴァータ
とピッタを鎮静させる効果があり、口内
炎や咽頭痛に用いられます。熟した果実
は血液を浄化し、淋病、癩病にも効果が

養能士

あるそうです。花はこしけ、尿道炎、脾
腫、鳥 目、貧 血、疥 癬 な ど に 使 わ れ ま

10 数年前南インドに行ったとき、お

で、チューインガムの原料となります。

す。樹皮はピッタ鎮静効果があり、皮膚

土産に柿の実を数個持っていきました。

そのため、サポジラはチューインガムノ

病、熱などに使われ、葉も眼病、胃腸病

インド人は甘いものが大好きなのできっ

キとも呼ばれています。ハリス（カネボ

などに処方されています。また、種子や

と喜ぶに違いないと思っていましたが、

ウに吸収された会社）の風船ガムは膨ら

種子から取れる油にも薬効があります。

やはり大喜びでした。皆で食べ終わった

むのにロッテのガムは膨らまないのはハ

さすが仏典で本物の代表のように喩えら

後、お返しにということで、ジャガイモ

リスが合成の酢酸ビニルを使い、ロッテ

れるわけですね。

みたいな５〜７ｃｍの丸い果物が出てき

が天然チクルを使っていたためだったの

ました。表面は薄汚れたような茶色をし

かと気づいたのはつい最近です。

さて、日本の柿の学名はディオスピー
ロス・カキですが、ディオスはゼウス

てざらついていましたが、半分に切って

インドガキと呼ばれる植物さんもイン

神、ピーロスは果実、カキは日本語の柿

みると断面は褐色で柿にそっくり、種も

ドには沢山植えられています。こちらは

です。神から与えられた果物・柿になり

柿に似ていて、食べてみると、なんと味

日本の柿の親戚でカキノキ科カキノキ属

ます。美味しく薬効もあるので評価され

も甘い柿にそっくりではないですか。イ

の植物さんです。樹高 15 ｍほどで、サ

たのでしょう。「柿が赤くなると医者が

ンドにも柿があったのか！と驚きました

ポジラより多少低い木ですが、葉の形は

青くなる」といわれるほど柿は健康に良

が、チークーと呼ばれ、インドではとて

日本のカキノキの葉より細長く、サポジ

いと昔から考えられていますが、実際に

もよく知られた果物だとのことでした。

ラに似ていています。実の大きさも小ぶ

果実や葉にはビタミンＣ、カロチン、食

（本当は熟した果物は海外に持ち出して

りでサポジラぐらいです。若い果実は渋

物繊維、カリウムなどが沢山含まれてお

はいけなかったのですが、その当時は知

が多くてもっぱら染色用に使われます

り、成人病、癌などの予防にも役立つと

らなかったのです）

が、熟すと黄色くなり甘くて食べられま

評判になっています。特に葉にはビタミ

後でわかったのですが、その果実はサ

す。黄色の果肉の中に柿の種に似た種子

ンＣがミカンの 5 〜６倍に当たります。

ポジラと呼ばれる木の実で、味が日本の

が数個あります。サポジラはコロンブス

柿の蔕はシャックリ止め、夜尿症、嘔吐

柿に似ておりメキシコガキとも呼ばれて

以降アメリカ熱帯地域から来たのです

の治療薬の原材料としても有名です。

います。アカテツ科の植物さんで樹高

が、インドガキは仏典にも登場するイン

インドガキの味に関しては色々と文献

２０ｍ余。葉は暗緑色で鈍い光沢があ

ドでも歴史のある植物です。仏典では鎮

をあたっても記述がないのです。そこで

り、長さ 4 〜 15 ｃｍ、幅２．５〜６ｃ

頭迦（チンズカ：サンスクリット語）と

日本の柿を食べながらインドガキはどん

ｍ。世界の熱帯地域で果樹として広く栽

呼ばれており、本物、さとりの境界を喩

な味なのか「次回インド訪問時絶対食べ

培されています。この木の樹幹を傷つけ

える果物として知られています。古代か

るぞリスト」のトップにインドガキを書

ると白い乳液が出てきます。この乳液を

ら滋養のある果物として大切にされてき

き入れる相変わらず食いしん坊のペンギ

集め煮詰めたゴム状のものが天然チクル

ています。

ン博士でした。

アムリットＭ４タブレットタイプ

好
評

発売中！

Ｍ４ジャムの砂糖、蜂蜜、ギーを除き、濃縮して細長い錠剤にしたものです。
Ｍ５ハート型と同じように食べやすくなりました。
マハリシ・アーユルヴェーダ入門小冊子、マハリシ・アーユルヴェーダ製品解説等 資料、サンプル無料配布中

１月分約６０粒（約６０ｇ）入り
７ 5 ００円（消費税別）

有限会社 アムリット
〒510-8121 三重県三重郡川越町高松985-7 TEL:0593-65-8631 FAX:0593-65-7376
URL http://www.amrit.jp/ e-mail info@amrit.jp
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＜材

料＞ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑５人分

てて、再び火にかけ軽く水分を飛ばす。

カボチャ......................................................800g

ϲ１が熱いうちにフォークなどでつぶして、生クリー

生クリーム ...................................................50cc

ム、クミン、黒コショウ、シナモン、塩を加えてよく

クミン（粉）.............................................大匙 1

混ぜる。

黒コショウ（粉）.............................小匙１

ϳ２を等分に分けて形を整え、水溶き小麦粉、
イチロウの

シナモン（粉）........................小匙 1/2
塩 ............................................小匙 1

パン粉の順に衣を付けて 170 度くらいに熱
した揚げ油できつね色に揚げる。

水溶き小麦粉 ..............................適量
パン粉 ........................................適量

カボチャのコロッケ
スパイス風味

揚げ油..........................................適量
【作り方】

ϱカボチャは種とワタを除き、大きさをそろえて乱切
りにし、鍋に入れてひたひたに浸るくらいの水を加え
柔らかくなるまで茹でる。茹であがったらゆで汁を捨
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