
薬膳茶の新しいカタチ、体を冷やさないドライフルーツを使った

フォンダンウォーター。お水に果物をいれるデトックスウオーター

のドライフルーツ版です！お砂糖を使用していないドライフルーツ

　　　　　　と一緒に、竜眼肉や枸杞などの漢方ドライフルーツを

　　　　　　使います。戻したフルーツも食べましょう。

　　　　　　とっても簡単で、見た目もカワイイですよ (*^^*)

　　　夏のフォンダンウォーター☆

毎年ニュースにもなる猛暑による熱中症に脱水！涼しい場所にいれるようなら良いですが、ずっと外に出ないわけ

にもいかないですし、子どもたちもせっかくの夏休みなのに熱中症が怖くて外で遊ばせてあげられないのはかわい

そうですよね。実は、夏バテ、熱中症の予防薬としての漢方薬があるんです！

「清暑益気湯」。 名前からもなんとなく想像できる漢方薬ですね。食欲不振や下痢、夏痩せなど夏バテの症状のある

方や、高齢の方に。毎年夏バテする方の予防にも。「五苓散」は高い熱があり、口や喉の渇きがある人に。お酒のお供

でもある「茵陳五苓散」は喉が渇き、肝機能の低下した人やストレス、嘔吐のある人に。「黄連解毒湯」はのぼせのあ

る方におすすめです！これだけの漢方薬と、使い分けがあるんですね。仕事が野外の方、夏祭りで気持ちも体も熱

を帯びる方、外に遊びに行く際には、予防として、緊急薬として、漢方薬の常備・服用されてみてはいかがでしょう

か。
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命の危険にまでおよぶ近年の異常な夏の暑さ！危ない熱中症、脱水症！

お知らせ
今月の

　　　夏バテ予防

講座

pick up!

■ 「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】

　

　  　

　　フラワーエッセンス講座保護者同伴でお願いいたします。

対象：小学生 ( 小学 3 年生以上 ) 予約制

場所：カイセイ薬局荒江店（未病ラボのビル１F）

みびょうレター





漢方予約➡　https://reserva.be/mebyoulabo

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

【６包入：864 円】

冨永　聖子先生

<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）

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。

　　

9月からテーマに沿っての講義となります。

　　
【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

　　

　【営業時間】

　

  

　　　　【フラワーエッセンスとは】
様々な花の生命エネルギーを転写した水を利する、イギリス

発祥の自然療法です。不安・恐れ・怒りなどのネガティブな

気持ちを、その人のもつ穏やかな安定した状態へと導いてく

れます。現在では世界中で、多様な花のエッセンスが作られ

ています。人だけでなくペットケアにも用いられています。

大久保  彩実
(おおくぼ　あみ )

池根　梨佳
(いけね　りか )

　　

　

  

月～木：9時～ 17 時（受付 16 時まで）
土曜日：9時～ 13 時（受付 12 時まで）

■東洋医学講座中級第２期　受講参加募集開始！

　

各種講座のスケジュールとご予約はこちら！

■お盆休みのお知らせ

https://www.kaisei-drug.co.jp/wp/calendar/

8/11( 日 ) ～ 8/13( 火 )：薬局

8/11( 日 ) ～ 8/15( 木 )：鍼灸院

＊8/14 ～ 8/15 は薬局のみ営業いたします。

　

    

【作り方】

【約 8杯分：648 円】

東洋医学講座中級が 9月 25 日（水）開講！

対象は初級講座に参加された方、東洋医学

の基礎知識をお持ちの方で漢方に興味のあ

る方。実習やレポート作成などを通して知

識をしっかり定着させます。

詳細はHPまたは店頭へお問合せ下さい。
    

　

◎TIki Yoga studio 指導者
　アドバンスコース終了
◎IYC アシュタンヨガ
　指導者育成コース終了

薬膳茶

上記を内マイボトルなどに入れて ,1 時間くらいゆっくりドライ

フルーツを戻します。冷えのある方やもっと効能引き出したいと

きは 700ｍｌの水で 20 ～ 30 分程くらい煎じてもＯＫ。

　  　

【7月限定★ 美容鍼体験キャンペーン 】
7/3 ～ 7/31 美容鍼 (60 分）　初回体験価格！

通常 8,000 円➡　キャンペーン価格 6,000 円

■夏休み☆ちびっこ薬局体験会

８月３日 ( 土 )　15：00 ～ 16：30

参加費：500 円　　定員：6名
参加費はすべて慈善団体へ寄付します。

↑こんな

薬剤師のお仕事ってどんなこと？お薬作りの体験、調剤室の

見学など、薬剤師の仕事を覗いて体験してみませんか？

浦邉昭子先生

参加費は全て慈善団体へ寄付いたします。　  

水500ｍl  山査子3切   ドライリンゴ1枚    ドライいちじく2粒

消化を助けデトックスをサポートする爽やかウォーター!!

ただし新規の漢方相談はお休みいたします。

9 月テーマは「変化」



　　　　　　～ 日本の民間薬  「西瓜糖」 ～

スタッフ

蝉  退  

漢　方

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、粉末・丸剤・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

■ 子宝鍼灸：4500 円

■  美容鍼灸：8000 円

【漢方薬】

ブログ＆facebook＆Instagram 未病ラボ 検 索

◆当帰芍薬散

ひとりごと

  

鶏むねが肉汁ジューシーに仕上がります。ゆでたまごを

一緒に煮ると美味しい煮卵ができますよ！

　

　

　

　

■メディカル＆美容鍼セット：8000 円

■クイック鍼：1000 円 / 一ヵ所

日・祝日が定休日となります。

◆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

    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。

先日東京へ東洋医学の学会へ参加してきま

した。今は東洋と西洋の医学がうまくバラ

ンスを取ろうとしている過渡期なんだなぁ

と感じます。色んな治療法があったり色んな

流派がありますが、AI の出現によって大きく

変わっていく気がしますね。日本 Kampo も

ヨーロッパ中心に広がりつつあるそうです！

梅雨が明けると一斉にセミの鳴き声が響き渡

り、「夏だな～」と実感します。そのセミの

抜け殻、実は薬になるってご存知でしたか？

蝉退はアトピー性皮膚炎や発疹など皮膚病の

炎症やかゆみを改善する働きに優れています。

漢方では「消風散」という皮膚病の処方に入

っています。五臓の「肺」「肝」の熱を冷まし

肺に関係する呼吸器系（風邪症状など）や皮

膚病、肝に関係する目の充血や筋肉のひきつ

りにも使います。夏場は蝉退が取り放題です

ね！ただし日本では医薬品になります (^^;)

つ ぼ
肝臓を強くするツボ

　  ● どんな生薬がはいってるの？●

古賀

　

　　　

生まれて初めてメールを始めた父。意外にも
誤字脱字が少ない！娘に気を使ってか、最後
に「返信不要」。
でも内容は返信した方が良さそうな内容。。。
疑問系も入ってるし。。自己完結？
父心も難しい。。。

竹下
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コラム

塩６ｇ（お好みで調整）

濃口醤油 小さじ１

紅花　適量（飾り）

【西瓜糖の材料】　
　出来上がり分量：約 100 ㏄
　西瓜１玉（やや小ぶり）

【作り方】
　①西瓜は種も皮も一緒にざく切りして、ミキサーにかける。
　②①をさらし布などで濾して絞り、ジュースと繊維に分ける。
　③西瓜ジュースを 1時間ほど中火で煮詰める。（焦げに注意！）
　④アクを丁寧にとればあめ色に、アクを残せば赤色の西瓜糖の
　　出来上がり！（煮詰めると約 1/10 の量になります）

「中都」　内くるぶしと膝関節を結ぶ線
の中点より少し下。　
肝臓の働きをスムーズにし、血流を良
くするツボです。

せん 　　たい

夏に疲れやすい肝臓

西瓜（スイカ）の美味しい季節になりましたね！

夏の暑さによるほてりや喉の渇きを潤してくれる西瓜ですが、実は漢方

や薬膳などで夏に活躍する生薬でもあり薬膳食材でもあります。

西瓜には「解暑（かいしょ）」といって夏の蒸し暑さを緩和したり、おし

っこの出をよくしてむくみを改善する生薬として使われます。赤い実の

部分にも効能はありますが、さらに利尿の効果が高いのは皮の部分。普

段は捨てる部分ですが、実は「西瓜翠衣（せいかすいい）」と呼ばれる立

派な生薬なのだとか。

さて、日本には昔から「西瓜糖」という甘味料があります。これは西瓜

を丸ごと、種も皮も一緒に煮詰めてシロップ状にしたもので、単に甘味

だけでなく腎臓病の改善やのどの渇き、むくみなどを改善する民間薬で

もあります。使い方はハチミツやメイプルシロップなどと同じで、パン

に塗ったりヨーグルトにかけたり炭酸割りにしたり…(^^♪豊富なミネ

ラルが含まれ、熱中症予防にもおすすめです。西瓜を丸ごともらったけ

ど食べきれないとか、予想外に西瓜が甘くなかった時などに作っておく

と良いですね！むくみを取ってスッキリ美人になりましょう (*^^*)

「期門」　乳頭から 2肋間下

下焦の働きを良くし、肝の症状を改善するツボ。

（瀬戸）

　

冷蔵庫で密封状態であれば、約半年は

もちますよ (^^)/

作るのがめんどう…という方は、健康

食品のお店などで販売しています。

大型セミの抜け殻

やってます！


