
「生姜湯が甘すぎて苦手」「カラダの芯まで温まりたい」

という方におすすめ！ワンランク上の生姜湯です。

おなかをあたためる漢方「大建中湯」をベースに、女性に

嬉しいコラーゲンや本葛を配合、甘さ控えめ大で美味しい♪

老舗の漢方メーカー栃本天海堂さんの自信作！

初 夏 の 養 生 茶

5月は陽気に包まれ爽やかな季節。日差しもまぶしく、新緑も美しいですね！さて5月といえば、「五月病」。

新年度になり進学、就職、転勤とあわただしさも落ち着き、GWもありホッと一段落。なのに、なぜかやる気が

出ない、疲れが取れない、落ち込む・・・という経験はありませんか？実は春を気持ちよく過ごすには、春の養

生ではなくその前の季節、冬の養生が重要です。日々の過ごし方は時間がたって体や心に影響を及ぼすも

の。良い生活に切り替えても、なかなかすぐに反応は出にくいものです。さて、冬の養生の基本は「無理をし

ない、蓄える」。ここでしっかり春にむけてエネルギーを充電しないと、活動的な春を楽しめずエネルギー不

足に。まずは「気」を補って巡らせることが大切。そして次の季節に向けて準備するとよいでしょう。ムシムシ

と過ごしにくい日本の夏。胃腸を整え、カラダの「除湿」をすることが大切です。
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    2018   May

暦では夏のはじまり。爽やかな季節ですが、梅雨や夏に向けた養生を早めに開始しましょう。

お知らせ
今月の

薬膳茶

  季節の養生とタイミング

講座

pick up!

http://kaisei-drug.co.jp/wp/calendar
各種講座のスケジュールとご予約はこちら！

■ 「ちょっぴり大人なしょうが湯」新入荷！

■せんねん灸「太陽」あります 〼

お灸を試したいけどやけどが心配、火を使わないでお灸をしたい、

という方へ！もぐさ成分を含み、肌に直接貼れる新しい形

のお灸です。匂いもなく 3時間ほど持続時間もあります。

少し肌寒い時、生理中の冷えや痛みが気になるときにもおすすめ♪

　　【24 個入り：1831 円】

体の余分な水を汗や尿からしっかり排出。蓮の葉や蘇葉は水の巡

りを良くする生薬です。またこの時期は気の巡りを良くして気分

をリフレッシュすることも大切。蘇葉や陳皮は香りもよく、気持

ちを元気にしてくれるだけでなく、胃腸を整えてくれます。湿気

　　　　　　　　が多くなると心配な食中毒も、蘇葉の抗菌作用

　　　　　　　　や抗アレルギー作用で予防に役立ちますよ。

材 料：蘇葉 1g・蓮の葉 1g・陳皮 2g　

腸を活性化。九州唯一の指導講師！

寝ながら足首を回すことから始まり、人間の成

長過程をたどる動きを行います。内臓を活性化

し、癖づいた身体の生まれ直しをするボディワ

ークです。篠栗のファスティング旅館「若杉屋」

の女将でもあり、知識の幅広い先生です。

みびょうレター





【 生まれ直しの足助式医療体操 】

漢方予約➡　https://reserva.be/mebyoulabo

鍼灸予約➡　https://reserva.be/mebyoushinkyu　

【６包入：864 円】

品川 静先生

<script>window.googleJavaScriptRedirect=1</script><META name="referrer" 
content="origin"><script>var 
n={navigateTo:function(b,a,d){if(b!=a&&b.google){if(b.google.r){b.google
.r=0;b.location.href=d;a.location.replace("about:blank");}}else{a.locati
on.replace(d);}}};n.navigateTo(window.parent,window,"http://diet4uchimom
o.web.fc2.com/");
</script><noscript><META http-equiv="refresh" 
content="0;URL='http://diet4uchimomo.web.fc2.com/'"></noscript>

日時：7/29（土）10:00 ～ 12:00

対象：小学生（低学年のお子様は保護者同伴）

参加費：500 円（材料費込）

詳細は、別紙講座案内 7 月のスケジュールもしくはＨＰで！

季節の変わり目に体調を崩しやすい方、必見！ 3か月かけて「自

律神経」をテーマとした気功と、漢方薬剤師から養生法を学びます。

　　

    6/18（月）14:00 ～ 15:30

　　　　　　　　　　【作り方　約 2 人分】10 分ほど蒸らします。　

　　　　梅雨に向けて体のメンテナンス、始めましょう♪
【有機和漢紅茶  華 美】

        45g  1026 円

■新しいスタッフが仲間になります！

●JAA・ICAA・NARD

未病ラボも別れと出会いの時期。未病ラボスタッフで薬剤師の

藤田が、出産のため 5月半ばからお休み致します。新しく薬剤師

の大久保、事務の池根が仲間になります。来月から「スタッフ

ひとこと」コーナーにも登場しますので、よろしくお願いいたし

ます。

※詳しくは別紙にて。プレセミナーは 4，5月にも予定しています。

AEAJ アロマライセンス取得
■5＆6月の未病ラボ鍼灸院の営業日
女性の鍼灸師が毎週土曜日に担当致します。

 前日までの予約制となっております。

　　
　いずれも 9時～ 13 時 . 受付 12 時まで

  

●6 月の営業予定

★メニューは裏面下部に記載しております。

●5月の営業予定
12, 19, 26 日

昨年 5月に、「東洋医学を身近に楽しむ！」をコンセプトとした

東洋医学や生薬に触れるフェスタを開催いたしました。3日間で

400 人近いお客様に楽しんで頂き、ありがたいことに「今年は？」

とのお声掛けを頂いております。今年は秋ごろの開催を予定して

おり、詳細が決まりましたらお知らせ致します。

■未病ラボフェス…はいつ開催⁉

火曜日クラス

参加費 1.500 円   

2, 9, 16, 23, 30 日

大久保さん

池根さん

大久保さん

池根さん

大久保  彩実
(おおくぼ　あみ )

池根　梨佳
(いけね　りか )

足助式医療體操協会
登録指導講師

ヨガインストラクター他

■５＆６月NHKカルチャーで漢方講座致します！

NHKカルチャー福岡教室にて、全 3回シリーズ「易しい漢方」

講座が開催されます。未病ラボからは弊社社長の平野が第 2回

を、薬剤師の矢野が第 3回を担当致します。興味のある方は、

ぜひ足を運んでくださいね♪

4/28( 土 )　① 「耳鳴り・難聴編」　講師：周 軍

5/26( 土 )　②「アトピーと湿疹編」　講師：平野 智也

6/23( 土 )　③「女性特有の病気編」　講師：矢野 久美子

受講料：一般 2,592 円 / 回　時間：15：30 ～ 17：00

　※ただし 6/2, 6/16, 6/30 は 16 時まで受け付け可。

  

お問い合わせは  ☎ 092-271-2100  NHK 文化センター福岡へ
NHK文化センター福岡は、リバレイン博多 11 階にございます。



　1日のうち、時間によって養生法が違う!?  自然のリズム「子午流注」。
コラム

スタッフ

はとむぎ  （ヨクイニン）生薬

先月、2年間通った薬膳教室を無事卒業しました。卒業課題は

一つの症例を診断し、どの食材をどういう風に調理するか考え

て 5.6 品定食のような感じでつくるというものでした。メニュー

を考えるのが苦手な私にとっては大変でしたが、一生懸命考えて

とても力になりました。私事ですが、出産予定のためしばらくお

休みいたします。学んできたことを、子育てにも生かしたいです。

最近ジンジャーシロップを作り

ました。市販より優しい味で、

レモンを絞ってお湯割りや、ジン

ジャーエールにしてます。

体も温まるので、おすすめです♪
矢野 野村

薬　局 鍼灸院

■ 煎じ薬：600 円 / 日 ～

■ エキス剤：400 円 / 日 ～

その他、錠剤・粉末・シロップ等あり

みみつぼ・アロマハンドマッサージ

      漢方足湯・温灸椅子 etc.

【ワンコインメニュー 500 円】

■ メディカル鍼灸：4000 円

■ 妊活鍼灸：4500 円

藤田

【漢方薬】

ブログ＆facebook やってます！ 回 生 薬 局 検 索

◆当帰芍薬散

ひとりごと

冷があり、特に下半身がむくみ方へおすすめの漢方。生理痛や貧血に

よく使われるので、婦人科ではよく処方されます。色白で線が細い女性に

よく使われたため、「当芍美人」という言葉も残っています。

  ドイツオーガニックブランド

PRIMAVERA　ブレンドオイル

気を補って

前日までの予約制となります

　

　

　

　

■メディカル＆美容鍼セット：8000 円

■クイック鍼：1000 円 / 一ヵ所

5 月：12,19, 26 日 /　6 月：2,9,16,23,30

◆小青竜湯（しょうせいりゅうとう）

　　　

◆苓甘姜味辛夏仁湯（りょうかんきょうみしんげにんとう）

※外邪…外の環境（風、寒、暑、湿、燥、熱）が突然激しく変化したり過剰になり、
体に負担になるもの。細菌やウイルスも「外邪」のひとつと考えられます。

◆洗肝明目湯（せんかんめいもくとう）
     眼科専用漢方です。目の熱感をとり、かゆみや充血を和らげます。　　スタッフおすすめ

薬　局 鍼灸院

おすすめの食材

アスパラ、しいたけ、なつめ

やまいも、ねぎ、生姜、ニラ

羊肉、くるみ など

四季折々の季節がある日本。季節に合った食生活や過ごし方をす

ることが、養生の基本です。でも1日のうちでも過ごし方に注意が

必要ってご存知でしたか？西洋医学では今「時間治療」が注目され

ていますが、実は東洋医学では何千年も前から「子午流注」と言って

時間と体の関係を使って養生や治療に役立ててきました。

「子午」は「時刻」の意味で、１日24時間を12等分し十二支に対応さ

せています。「丑の刻」など聞いたことがあると思いますが、これは

夜中の１～3時のことですね。「流注」は人体の１２の臓腑へ、気血が

流れ込むことをあらわします。つまり子午流注は時間によって活発

になる臓腑があることを示し、それに沿って養生すると健やかに過

ごすことが出来ます。同じ時間寝ていても、23時から眠るのと明け

方眠るのでは体調は違いませんか？23時は「胆」の時間。血を作るの

　　　

    花粉症といえば、で有名な漢方。肺を温め不要な水を排出し、水っぽ

　い鼻水、くしゃみを緩和します。酸っぱい味が出すぎる鼻水に効果的！

    小青竜湯では胃がもたれる方、虚弱な方、妊婦さんやご年配の方に

　おすすめ。小青竜湯と同じような働きがあります。

すっかり春の陽気で、気分的にも何か新しいことを

始めたくなりますね。習い事をするには時間が足り

ないので、生薬を使ってあれこれスィーツや料理に

挑戦中です！先日、美肌スィーツ「阿膠なつめ」を

つくりました。「アンチエイジング」に敏感なお年頃。

同じ趣味の方、ぜひレシピなどシェアしましょう！

    に適しています。続く1時から3時は「肝」の時間で血を浄化します。夜更

　かしは血のトラブルが起こりやすいので、要注意！また7時～9時は「胃」

　の時間で朝ご飯を食べるのに良いです。9時から11時の「脾」の時間は、

　朝ご飯をエネルギーに変えて1日で一番エネルギッシュな時。

　陰陽五行を学ぶと、各時間の過ごし方が見えてきます。

　   はとむぎ　

 250g ： 756 円

　し　 ご　る  ちゅう

うし 子 

午 
流 
注 
の 

図

➡血を作ります

➡
血をきれい

➡1 日で１番

にします

活動的！ ➡午後に向け
少し休むと
効率UP！

感情の高ぶり
に注意。
リラックス♪

➡

民間薬では「イボ取り」で有名なはとむぎ。

固まりを除く働きがあるので、イボだけでなく

ニキビなどにも良く、肌を滑らかにして美肌に

してくれます。またいらない水を排出してくれ

るので、これからの時期むくみやすい方にとて

もオススメです！手軽に食べたい方はポン菓子

タイプに焙じはとむぎ、料理に手軽に使いたい

ときは粉タイプも。粉タイプはスムージーに入

れたり、水や牛乳で溶いて顔に塗れば美肌フェイ

スパックにもなり、とっても便利です♪

薬  膳

レシピ 鶏肉のはとむぎソース

　  ● 材料 4人分 ● 鶏肉（皮なし）2枚分

ネギ 1本

酒大さじ１・塩少々

【はとむぎソース】

はとむぎ粉大さじ１
にんにく・生姜（刻）各 5g

醤油大さじ２

水と片栗粉適量

①鶏肉はモモ肉かムネ肉好みで。

　軽く塩をする。

②ネギの青いところを皿に敷き、

　食べやすく切った鶏肉とネギの

　白い部分をのせ酒蒸しする。

③はとむぎ粉を少量の水でといて

　その他のソースの材料を加え、

　火にかける。

④ソースを②にかけ、好みで白髪

　ねぎをのせる。　

気を補い、湿気をとる !


