
きのわ

相談・お問い合わせ・お申し込み

ワークショップ・イベントお申し込み
きのわ

さとう式リンパケア
公認インストラクター
リンパケアサロン楽楽
柚岡ゆかり 先生
各種講習会、施術を通して、
身体と心がほっこり楽にな
るお手伝いをしています。

自宅でできる「セルフケア」コラム スキマ時間の簡単ケアで肩こりとサヨナラしよう!!

　コリや痛みを感じるのは僧帽筋など後ろ側の筋肉で
すが、それはストレスや前かがみの姿勢などによって
前側の大胸筋が緊張して縮んで固くなって、僧帽筋を
引っ張るからです。大胸筋をゆるめれば僧帽筋もゆる
んで肩こりは改善されます。
　また、顎関節周辺の筋肉が固くなっていると、連動し
て全身の筋肉も固くなってしまうので、もちろん肩こ
りにも関係あり、ゆるめておくことがとても大切です。

　筋肉がふわふわの弾力を持った状態になり、体液の
循環がスムーズになることです。

　やさしくふれてゆらしたりなぜたり、深呼吸したり。弱い刺
激のほうが筋肉の深部にまで振動が届き、効果があります。

頬に、ふわっと手をふれる。触れながら耳
たぶの付け根をふわっと持って後ろに4
回、まわす。
頬骨からエラに向かってやさしく4回
なでおろす。
耳たぶを4回、まわす。
下アゴを前後、左右に4回ずつ動かす。下
アゴを前に出して口をアーンと開けて閉
じる。（右の図を参考に）

アゴを少し上げて胸にふわっと手をふれ、肘を軽く
前後上下に動かす。肘を突き出すようにクルクル外
回し。この時、胸にあてた手に動きを感じる。

胸にふわっと手をふれて、腕を外向き
にキラキラ4回。手のひら外向きのま
ま体に向かってパタパタ4回。

もう一度キラキラ4回してから肩を上に
引き上げてストンと脱力して落とす。4
回。繰り返す。

胸から母指球に向
かって4回撫ぜる。

肘から脇に向かって4回なでおろす。

無理のない範囲で、ゆるゆると心地よさを感じながら
やってみてください。がんばらないことがポイントです。

アゴの動かし方　いつでもどこでも

※片側のケア後。左右の差を感じてみてください。

どうして肩こりになるの？

「ゆるむ」ってどういうこと？

どうやってゆるめるの？

キラキラキラキラ♪
パタパタパタパタ♪
キラキラキラキラ♪
ストンストン
ストンストン♪
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避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

梅雨が明ければ夏。春を飛び越えて夏が到来
する感じがします。今年の交流会は野外活動
中心の内容になっております。ぜひ一緒に野
外に出て思いっきり自然を楽しみましょう！
連載中のセルフケアコラムや食育コラムを参
考に暑い夏を乗り切りましょう！！

申込方法

申込締切
スケジュール

みんなの手主催イベント

夏の避難移住者交流会～和歌山県南紀白浜で過ごす海の一日～

代表者名・参加人数（大人・子供）・連絡先メールアドレスと携帯電話
番号・乗降場所・選択アクティビティ（海水浴もしくは足湯巡り）を
明記の上、みんなの手までメール(minnanote123@gmail.com)
でお申し込みください。
7月25日（先着順受付のため定員に達した時点で締め切ります）
7時半　　京都駅出発
8時　　　三井アウトレットパーク大阪鶴見
11時　　 南紀白浜到着　三段壁＆洞窟見学
12時　　 フィーッシャーマンズワーフで昼食
13時　 　グラスボート乗船
14時　　 白良浜で海水浴もしくは足湯巡り
17時半～19時半　白浜温泉白良湯＆崎の湯で入浴
19時半　 南紀白浜出発
22時　　 三井アウトレットパーク大阪鶴見到着
22時半　 京都駅到着　解散

日　時
集　合

内　容

参加費

定　員

2020年8月１日（土）
京都駅　観光バス乗り場（アバンティ前）
三井アウトレットパーク大阪鶴見
三段壁＆洞窟見学・海底海洋船（グラスボー
ト）乗車・海の幸のランチ・海水浴（もしくは
足湯巡り）・温泉入浴
大人：1,000円（入浴代）と昼食代
子供：小学生 500円（入浴代） 中学生:700円
（入浴代）と昼食代
30名
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毎年恒例の夏の交流会！今年は、和歌山の南紀
白浜を訪れます。和歌山は京都からバスで片道
3時間。長旅になりますが、バスの中でも和気あ
いあい交流を深めながら楽しい時間を過ごし
ましょう！南紀白浜では、海の一日を満喫して
いただけるような盛りだくさんの内容を企画
しました。日頃のストレスを解消して避難移住
者通しのつながりを深めましょう！

07
Take Free

2020 July

1. 

2. 
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3. 

1～4を首でも繰り返す。首は上から下へ
なでおろす。

5. 

1. 

2. 

4. 

3. 

6. 

外出自粛が長く続き、PCやスマホに向かうことも多くなって身体がガチガチに固まっていませんか？お仕事や家事
の合間に、座ったままできる簡単肩こりケアをお伝えします。



Event info  Column!!

食育コラム～食べることから学ぶ～　ご自身の自然治癒力を高めましょうふるさととつながろうツアー夏

　新型コロナウイルス感染症の流行は一旦落ち着き
つつあります。県外移動自粛が全面的に解除になり、
世の中も少しずづ動き始めました。しかし、これでこ
の感染症が終息したことではありません。第二波、第
三波の可能性も指摘されています。そこで、大事に
なってくるのが『免疫力』です。例えば、インフルエン
ザにかかる人と、かからない人がいます。予防接種を
受けたにも関わらずかかってしまった。それはなぜで
しょう？それを紐解くカギとして「免疫力の差」があ
げられます。良いと思ってしてる事が、実は感染リス
クを高めてしまう！？意外な落とし穴を、ウイルス学
研究者の本間真二郎先生の最新ご著書よりご紹介さ
せていただきます。

　皮膚は粘膜ではありませんので、傷がない正常な皮
膚は、特殊な病原体でなければほぼ完璧に感染（から
だへの侵入）を防ぎます。手についたが、それが口や目
などの粘膜に降れる前に手を洗う、消毒することは感
染を防ぎ、病気をおこす病原体を積極的に攻撃し排除
して防ぐという観点です。しかし、一方で過度な石鹸
の使用や消毒をし過ぎることは、皮膚自体や皮脂、皮
膚の常在菌には大きなダメージになります。
　手だけでなく、まわりのものの消毒では、環境（空
気、水、土、その他）の常在菌や生態系を破壊してるこ
とにも繋がります。では、自分の防御力を上げる、適度
な手洗いをご紹介致します。

■ 外出から帰宅した時　
■ 食事を作る前や食べる前
■ トイレの後　
■ あきらかに汚れた場合

など

からだの防衛にかかわる常在菌、
“過度な手洗い、除菌“が感染リスクを高める

　自分の防御力を上げれば、感染症やほかの病気にも
かかりにくくなりますし、人にうつすことも少なくなりま
すし、環境にも悪影響を与えません。本来、自分のから
だの内も外も微生物だらけであり（人の細胞は約37兆
個、腸内細菌は約100兆個）、人はそれらの微生物と共
存している生物です。それらの微生物が人の健康にとっ
て最も大事なのです。普段から免疫力、抵抗力を上げて
おくうえで、腸内環境がとても重要なカギになります。
■ 水分をよくとる（食事以外のときに）
■ よい塩（ミネラルが多い天日海塩がいいでしょう）
■ 唾液をたくさん出すようにする
■ 食べすぎない
■ 地産地消で旬のものをとる
■ 精製食品、加工食品をとらない
■ 食物繊維をとる
■ 発酵食品をとる
■ よく噛む

最大の感染予防対策は、腸内環境を元気にする生活

布施 元子 先生 プロフィール
調理師・食育指導士・食育トレーナー・健康管理士・
睡眠推進員
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おすすめ書籍 著者：本間真二郎医師
2001年3年間、NIH（アメリカ国立衛生研
究所）にてウイルス学、ワクチン学の研究
学者で、現在那須烏山で「七合診療所」
の所長として勤務。自然派医師が実践す
る自然に沿った暮らし方をされています。

京都市北区在中。10歳男児の母。東日本大震災を体
験し『食育』の伝承【食べることは、生きること】を通
して丈夫な身体作りの活動中。

免疫力、抵抗力を下げる原因
◯

◯
◯
◯

◯
◯
◯

睡眠不足、昼夜逆転生活（7時間前後の睡眠を確保す
る。子供は9時間）
ストレス（ストレスはビタミンCを消耗します）
腹八分目を心がける（白血球の働きが弱まる）
冷たいものを食べない（腸が冷えると善玉菌が減り免
疫機能が低下）
砂糖の取りすぎ（白血球の効力が落ち、ビタミンCを消耗）
喫煙（1本吸うと25mgのビタミンCを消耗する）
お酒は控えめに（血液中のNK細胞が減少する、抵抗
力が下がる）

いわきの海洋資源に触れるツアー

2020年 7月 25日（土）
昼食代（1,000 円）
8:30　いわき駅２階
いわき市総合観光案内所前
18:00　いわき駅
12名
天空の里山で農作業体験・造船所見学
と洋上風力発電見学・ふくしま海洋科
学館見学

災害に備え生きる力を学ぶツアー

2020年 8月 16日（日）～17日（月）
食事代（1,000 円）
16日　11:45　福島駅西口
　　　　　　　 観光バス乗り場
17日　12:00　福島駅
15名 ( 避難移住者 )
ふくしま県民の森フォレストパークあ
だたらにて災害対策キャンプと福島県
庁の危機管理センター訪問

きのわのわっぱ弁当を持って伺います！

7月１日～
10月 31日（前期の訪問）
お名前　連絡電話番号　メールア
ドレス　希望の日時（１-３希望ま
で）　ご家族の数（弁当の数と希望
のわっぱ弁当の内容）明記の上、み
んなの手までメール (minnanote
123@gmail.com) でお申し込み
ください。

裏磐梯の自然体験交流ツアー

2020年 8月 9日（日）
昼食代（1,000 円）
8:30　  郡山駅 1階在来線改札前
19:00　郡山駅
15名（避難移住者）
桧原湖松原キャンプ場にて自然体験

今年も福島県での県内交流会を実施いたします。定員が限られているためお早めにお申し込みください。
詳細は別紙を参照ください。

自粛生活が長引き、ストレスが溜まっていませんか。生
活上の困りごとはありませんか。誰かと会って話した
いけれど交流会にはなかなか参加できない方もおら
れると思います。そこでみんなの手のスタッフが皆様の

お宅もしくはご自宅の近くまで伺います。そしてきのわ
特製のわっぱのお弁当をお届けします。ご希望の方に
は、カウンセラーや専門家の先生と一緒にお邪魔させ
ていただきます。ぜひご連絡をお待ちしております。


	070203



