
自然暮らしコラム　化粧品アレルギー

子供のころから肌荒れ、アレルギー体質で、ちょっと
した虫刺されも腫れ上がり、いつまでも治らずにグ
チュグチュと膿みました。薬剤師だった母も、かぶれ
やすく、漆や洗剤でかぶれて寝込んでいたことを覚え
ています。薬屋なら、どこの店もカネボウ、コーセーな
どの化粧品を置いているのに、我が家では、ガンとし
て置きませんでした。売る人がかぶれていたのでは、
話になりませんからね。肌が荒れたら薬を塗る、かぶ
れたら薬を飲むが当たり前に育ってきました。
大学卒業後、勤め始めた都立衛生研究所の女性部の研
修でポーラ化粧品の講習会がありました。隣室の方が
女性部長だったので、頼まれて出席し、モデルになっ
て色々とマッサージされました。おまけに最後まで
残っていたのは私一人、結局買う羽目になり、当時3万
の初任給なのに、2万近い大金を払いました。ところ
が、翌日から顔が赤くほてり膨れ上がりました。ポー
ラに電話をしたら、「化粧品でそんな風になることは
絶対にない。皮膚の毒素が出ているところだから、使
い続けてください」と言われました。不安になり、先輩
がいる化粧品の研究室に行き相談したところ「絶対に
使っちゃダメ。化粧品かぶれだ。使い続けたらこうな
るよ」と肌が青黒くなった顔写真を数枚見せられまし
た。化粧品で起きたアレルギーとしてメーカーを相手
取って裁判をしている女性たちの顔写真でした。以来
使えずに、化粧品に対する恨みは残りました。
福島に越して子育てに追われていた時期に、突然衛生
研究所の元上司から電話があり、「勤めてないなら、こ
れを調べろ」と『暮らしの安全白書』（学陽書房）という
本の化粧品部門を書くことになりました。以来、化粧
品について調べ始め、我が身も化粧品によるアレル
ギーだったとわかりました。そもそも化学物質ででき
ている化粧品を、メーカーが消費者に知らせないで
「無添加」「自然」などと、ありえないことを宣伝し販売
するので、被害は私のように泣き寝入りすることにな
り表面化しません。まるで推理小説を書くような気持
で化粧品のことを調べて本にまとめました（＊）。
25年前、膠原病を治すために甲田医院で断食をしまし
たが（みんなの手③）以来ウソのように肌荒れが無く
なりました。もちろん石鹸洗顔後は自家製の化粧
水しか使いませんし、市販の化粧品には十分
注意をしています。肌荒れ、アレルギー体

質も、食物で治すことができると思えているのです。

（＊）
「化粧品の正しい選び方」コモンズ（1998年）
「買ってもよい化粧品、買ってはいけない化粧品」コモ
ンズ（2000年）
「安心できる化粧品選び」岩波書店（2003年）
「肌がキレイになる化粧品選び」コモンズ（2003年）　
「素肌にやさしい　手づくり化粧品」創森社（2005年）
「成分表でわかる買いたい化粧品」永岡書店（2001年）

境野 米子 （さかいの こめこ）　先生
生活評論家・薬剤師
1948年 群馬県前橋市に生まれる。
千葉大学 薬学部卒。
著書は最新では「無塩の養生食」創森社（2020年）
他多数
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避難者の皆様へ

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

日の暮れが早くなり夕方になると肌寒くなっ
てきましたね。葉の色も色づいてきて紅葉
シーズンがすぐそこまできているのを感じま
す。この美しい季節に思い切り京都を満喫し
ましょう。紅葉を楽しむツアー参加者募集中
です。夕食交流会も毎月行っておりますので、
ぜひ気軽にご参加ください。

みんなの夕食会スケジュール
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第5回みんなの夕食交流会スペシャル「クリスマス交流会」

京都伝統庭師による京都＆滋賀の紅葉ツアー

日　時
内　容

参加費
場　所
お申込締切

クリスマスを楽しく過ごそう交流会！日頃のワークショップとプレゼント交換＆
歌＆朗読ありのクリスマス会。今年最後の交流会です。お気軽にご参加ください。

2020年12月19日（土）15時半～
ワークショップ　
１）15時半～17時　大人の実践食育講座（料理教室）簡単にできる
ヘルシーおせち料理　
おせち料理（袋で簡単調理のお煮しめ・お好みの甘さで作れる伊達
巻・カリカリ田作り・梅干しで色付け紅白かぶなます）
２）17時～18時　　松永美幸先生　ラクラクヨガ「冷え改善ヨガ」
クリスマス会　6時15分～
クリスマスプレゼント交換（500円のプレゼント持参）
クリスマスディナー　
クリスマス歌の生演奏（みんなで歌いましょう！）
クリスマスのストーリーテーリング
500円
きのわ＆みんなの手オフィス
　　12月17日（木）

京都には京都伝統庭師が紅葉の綺麗な京都の庭を案内します。一緒に京都の秋
の風情に浸りながらゆっくり時間を過ごしませんか。

2020年11月29日（日）
京都駅観光バス乗り場 9時
紅葉の美しい庭を解説付きで巡ります。
  9:00　京都駅出発→庭園見学(無凜庵)　南禅寺あたりの探索
12:00　ランチ交流
14:00　庭園見学
18:00　京都駅解散
紅葉の状況によりその時に綺麗なお庭をまわります。
ランチ代
30名
　　　11月26日（木）

日　程
集　合
内　容

ご注意
参加費
定　員
お申込締切

「自家製の化粧水の作り方」
①バラの花（無農薬）１ｇ
に、局方消毒用エタノール
150mlを入れ、一晩置きエ
キスを抽出する。（しその
葉、ドクダミ、ラベンダーな
ども）

②精製水1000mlにバラの
花エキスを茶こしで漉して
入れ、グリセリンを100ml
加え、混ぜる。保存は3~4カ
月。



快適片づけ
自分に合った片付けの仕方を知り、快
適な暮らし作りのサポート
希望者の肩との調整で開催（ご希望の
方は直接みんなの手までお申し込み
ください）
講師：中村ちあき　　　（Yua 色住環デザイン）

鍼灸マッサージ＆相談（避難者限定）
福島県出身鍼灸マッサージ師による全身
マッサージ。お一人 30分のセッション。
日　時：毎週水曜日（事前予約制）
　　　　15:00～17:00
参加費：無料
講　師：松岡善雄（鍼灸師）

朝ヨーガ（月に 1回）
インドの伝統的なヨーガを伝授。呼吸
を意識し、無理なく身体を動かします。
シニアの方にもオススメ！
日時：第4日曜日 9:30～11:00
参加費：無料
講師 : 松岡善雄（日本ヨーガ禅道院教導）

心を美しくする幸せメイク
～リニューアル！～
「心と顔を整えることで幸せになるコツをお教
えします」
日　時：第2火曜日　　　　 9時半～11時
参加費：無料
講　師：咲田桃枝（インスピリットメイク代表）

楽しく身につく大人の英語クラス
子供から大人まで英語を
学びたい人集まれ！大人
の集中クラススタート！！
大人の初級集中クラス
日　時：毎週月曜日
　　　　14:30~16:00
参加費：1,500円
中上級クラス
日　時：毎週木曜日　10:030~11:00
参加費：1,000 円　zoomレッスン
小学生クラス
日　時：毎週火曜日　15:45~16:45
参加費：1,000 円
プライベート・オンラインクラス受付中 !!

つながろうツアーお申し込み
参加ご希望の方は、代表者・メールアドレス・電話番
号・参加者名（大人・子供）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。詳細をメールで送ります。申込書類を
返信していただいて後に申し込み完了になります。

Event Info Event Info
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ふるさととつながろうツアー

「ふるさとで共に新年を祝う」ツアー

日　程
集　合
解　散
スケジュール
1月4日

宿泊希望の方

定　員

2021年 1月 4日（月）
福島駅 東口西口連絡通路 西口出口付近
上同　

8:30 福島駅西口出発 → 餅つき交流会 
　　   → 飯館ツアー
18:00 福島駅 解散

3日もしくは5日東和町の農家
民宿「遊雲の里」での宿泊可。

20 名

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

お申し込み
ワークショップに参加ご希望の方は、みんなの手までメール（minnanote123@gmail.com）でお申し込みください。

ワークショップ 一部のワークショップが徐々に再開します。

朝ヨーガ第四

快適片付け不定期 大人の食育講座食事会

日曜日火曜日 TU
E 水曜日 WED 木曜日 TH

U 金曜日 FR
I月曜日 MON

大人英語
（初級集中）

第 2大人英語
（中上級）

鍼灸マッサージ予約毎週 小学生英語

幸せメイク
毎週
第二

毎週

みんなの夕食会スケジュール

第6回みんなの夕食交流会スペシャル「餅つき交流会」

日　時
内　容

参加費
場　所
お申込締切

新年のスタートはやっぱり餅つき！！皆で餅をついて新年を祝いましょう！

毎年の恒例、お正月東和町の農家民宿「遊雲の里」
での地元の人たちとの新春交流会です。１年の初
めをふるさとで皆で一緒にお祝いしましょう。希
望者にはリクエストの多かった宿泊交流会も実施
致します。今回は、菅野さんの案内で飯館村を訪れ
ふるさとの今を知る機会にしたいと思います。

2021年1月9日（土）15時半～
ワークショップ　松永美幸先生　ラクラクヨガ「ヨガ講座」　
餅つき交流会　「高砂や」の譜合唱
スペシャルゲストのお話会
500円
きのわ＆みんなの手オフィス
　　1月7日（木）

夕食会や交流ツアー
お申し込み
参加ご希望の方は、代表者・
メールアドレス・電話番号・参
加者名（大人・子供）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。

第7回 「冬の裏磐梯の自然体験」ツアー

日　程
集　合
解　散
定　員

2021年２月13日（土）～14日（日）
2月13日13時 郡山駅　見学等　
2月14日14時 郡山駅　見学等
20名

夏に訪れた松原湖。そこでつながった地元の人た
ちとのご縁を育むツアー。今度は、極寒の桧原湖を
訪れワカサギ釣りに挑戦！スノーシュー体験など
を通じて冬を楽しみながら過ごす裏磐梯の冬を体
験します。

第8回

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

きのわのわっぱ弁当を持って伺います！

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 (minnanote123
@gmail.com) でお申し込みください。

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。



変わりおろし和え
材料（2人分）
大根2cm、わかめ（乾燥）1g、人
参1/6本、こんにゃく10g、水煮大豆6g、調味料（醤油・砂
糖各小さじ1、みりん小さじ1/2、昆布だし大さじ4）
作り方
1、大根はすりおろす。わかめは水でもどし、食べやすくきる。
2、人参は、小角に切る。こんにゃくは小角に切り下茹でする。
3、2に大豆を鍋に入れ、調味料を加えて煮て、冷ます。
4、1と3を混ぜ合わせて器に盛り付ける。

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

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。

※　　は血糖値を上昇させにくいGI値の低い食品です。また、食物
繊維やミネラルの多い食品。よく噛んで、満腹感が得やすい。

　11月7日　奈良県の天川村に伺い、毎年恒例の芋煮
会を開催しました。震災後福島県から天川村界隈に避
難されたHさんが案内役になり、天川村の魅力を紹介
していただきました。諸事情により１週間延期になっ
た芋煮会ですが、夜からの雨が続きお天気が心配され
る中、曇りで雨が降ることなく、秋の1日を楽しむこと
ができました。

　師走、今年はコロナ感染症の広がりを受け、クリスマス会
や忘年会など縮小規模と思いますが、この時期は何かと美
味しいものを普段の時より食べる機会が多いのではないで
しょうか？気になるのが『高血糖』。成人の5人に1人が糖尿
病、もしくは糖尿病予備群と言われる日本。ほっておくと糖
尿病の合併症（腎不全・神経障害・視覚低下、失明）を発症
してしまうことも。そんな糖尿病を生み出す大きな原因の
ひとつが「高血糖」なのです。また、日本人は遺伝的な要素
も深く関係しているので、血縁者に糖尿病の人がいる場合
は特に注意が必要です。そこで、少し食べ方を意識すること
で、血糖値を急上昇させない“降”略法をお伝えします。

二十四節気の一つである冬至（今年は12月21日）。昔か
ら冬至は「太陽がよみがえる日」とだと信じられていまし

そば寿司
材料（２人分）
そば（乾燥）70g、卵1個、桜エビ（干）2g、青のり小さじ1、
油小さじ1、ほうれん草1株、人参1/4本、調味料（醤油大
さじ1/2、みりん小さじ2、酢大さじ1）焼きのり2枚
作り方
1、そばは表示通り茹で、流水でしめてザルにあげておく。
2、卵を溶き、桜エビと青のりを入れてよく混ぜ、卵焼きを 
作るように焼く。
3、ほうれん草は根元がついたままよく洗い、少量の塩（分量外）
を加えた湯で茹で、水にさらしてよく絞り、根元を切り落とす。
4、人参は皮をむき、拍子木切りにして茹でる。
5、1に調味料を合わせ合わせたもので和える。
6、のりを広げ、5、2、3、4を芯にして巻き、切って盛り付ける

①食べる順番が決め手！『ベジタブルファースト』
血糖値を急上昇させないコツとして、食事の最初に野菜や
海藻類・きのこ類といった、糖質量が少なく食物繊維の多
いものを食べる。食物繊維には糖質の吸収を抑え、血糖値
の急激な上昇を防ぐ効果があるとわかってきました。
〈Point〉野菜の中でも、とうもろこし・かぼちゃ・レンコンは糖
質が多いため、食べるときはご飯の仲間として考えましょう。
②よく噛むことが大切！『ごはんまで10分』
よく噛んで、ゆっくり食べることで満腹感が高まり、食べ過
ぎが防げます。それは、よく噛むことで血糖値を低下させ
たり、満腹感を得やすくして食欲を抑えたりするホルモン
が分泌されるためです。理想は、野菜のおかずを食べるの
に5分、肉や魚・卵・大豆食品などたんぱく質のおかずに5
分かけ、ご飯は10分以上たってから食べるように心がけ
ましょう。ゆっくり味わいながら食べることで、食べ物本来
の美味しさに気づくこともできるでしょう。
〈Point〉脂質の取りすぎにならないように、魚や大豆製品
を中心に選びましょう。
③強い味方！食物繊維のチカラで消化を穏やかに！
毎日のおかずは、不足しがちな食物繊維がとれる野菜、
海藻、きのこ類を中心に組み立てましょう。食物繊維をと
ることで胃の内容物のかさが増えると、胃から小腸への移
動がゆっくりになります。その間に水分を含んで内容物が
ふくらむため、糖質の吸収が穏やかになります。

　延期のおかげで？紅葉
が見頃。車窓から見える景
色は秋一色。目的地に近づ
くにつれどんな景色が観
れるだろうとドキドキし
ながら天川村へ。久しぶり
に再会された方もおられ

恒例の自己紹介と近況報告で盛り上がりバスの中は
ワクワクムード。ニュースレターでコラムを担当され
ているセルフケアの柚岡先生も同乗され車内でのセ
ルフケアワークショップがスタート。バスに乗りなが
らそれぞれが身体のパーツを触りながらリンパの流
れを整えました。
　約2時間後、天川村に到着。まずは、道の駅黒滝に寄
り名物の手作りこんにゃくをいただきました。出汁で
しっかり煮込んであり唐辛子の味がピリッとして美
味しい。すぐに幸せ気分に。そのあとは、紅葉の名所の
みたらい渓谷へ。紅葉の季節は渋滞する道も雨の予報
のため空いていて、待つことなく到着。色とりどりに
染まった葉の色に感動しながら遊歩道を探索。山を伝
う滝の流れ、紅葉に染まった渓谷、自然の恵みの中で
心が洗われるようでした。
　腹ごなしの後は、芋煮作り。泥川キャンプ場に向か
いました。私たちを迎えていたのは、真っ赤に染まっ
た楓でした。これほど赤くはならないだろうと思うほ
どの色に目を奪われました。到着後は班に分かれて
各々が各配置に。火を起こすチーム。その中でYさんは
紅一点。数年来参加されて火起こしも上手になりまし
た。まずはご飯を炊き、食育講座の布施先生が指揮を
とり美味しい芋煮作りスタート。他にも、焼きさつま
いもや焼きにんにくの準備。サラダや果物の準備。今
年初の試みのグリルの準備など。皆が力を合わせ
て楽しく働きました。遊具を前に遊び心いっ
ぱいの子どもたちはお手伝いをしてから

Report Columun!
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芋煮会 in 天川村を振り返って 食育コラム ～「賢い食べ方」で、高血糖さようなら ～

思う存分体を動かしました。芋煮
ができ、皆で「いただきまーす」。
何度もおかわりをしながら美味し
くいただきました。

　芋煮を堪能した後は、皆で片付けをして面不動鍾乳洞
へ。山の登り口では森の匂いに癒された気分になりまし
た。頂上までは急勾配を走るトロッコ電車で向かいます。
今にも落ちてきそうなトロッコ電車に子どもたちだけでな
く大人もワクワク。木製の温かみのある電車のフォルムは
大人気でした。あっという間に頂上に到着。頂上から見え
る村の景色を楽しみました。面不動鍾乳洞へ。県の天然
記念物に指定されていて規模は関西一だそうです。洞内
では中が空洞になっている鍾乳管や隆起線状の皺など貴
重な鍾乳石や石筍が見れ勉強になりました。
　その後、歩いて洞川温泉街に向かいました。修験道の
聖地とされる大峯山の入口にあることから、修行をする行
者のための宿場として古くから栄えてきました。通りに面
した宿には行者が立ち寄り休めるような縁側もあり提灯
も吊るしてあり趣深い佇まいでした。
店の雰囲気もレトロな感じで懐かし
い日本の姿を見たようです。関西の胃
腸薬の常備薬の陀羅尼助が洞川で
製造されているので羅尼助の看板が
並んでいて驚きました。
　最後は、洞川温泉に浸かって予定
の工程を終わりました。帰りのバスの
中では、楽しかった1日を振り返りな
がら、仲間たちとの最後の交流の時
間を楽しみました。「次は会津でね」
「またクリスマス夕食会で」とそれぞ
れが次の約束をして別れます。離れ
ていても次に会えることが楽しみで
あり希望にもなります。ふるさとを離
れて10回目の芋煮会。また来年一
緒に芋煮を楽しめることができます
ように。今年の芋煮交流会にご参加
いただきありがとうございました。

【血糖値さようならレシピ】

た。冬至にむかって日は短くなっていきますが、昔の人は
「太陽の力が弱くなるとき、人間の魂もおとろえる」と考え
ていたのです。しかし、「冬至を過ぎれば太陽はよみがえ
り、人間の魂にも精気が戻って来る」とされていました。ま
た、冬至に【ん】のつくものを食べると幸運になる、という
言い伝えもあり、冬至に季節の旬のかぼちゃ（なんきん）
や邪気を払うとされている小豆などを食べて力を回復し、
冬至を乗り越えようとした習慣が今でも残っています。
※特に、縁起が良いとされている【冬至七種】…南京（カボ
チャ）・人参・蓮根・銀杏・金柑・寒天・饂飩（ウンドン・ウドン）



①左手で右の鎖骨を端から端まで、往復
しながら４～５回なでる

肩の力を抜く体操

簡単にできる「セルフケア」コラム　～肩の力を抜く体操～

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。

今日は、三宮華子さん著のおう
ちでタッチケア『ぐるーみん』
の中から「肩の力を抜く体操」
を紹介します。

スキマ時間にこまめにやってみてね
現代は、ストレスにさらされることが多く、緊張が抜
けなくてリラックスできない人が多いといわれてい
ます。「肩の力を抜く体操」、こまめにやってるうちに、
「あ、今、私、緊張して肩が上がってる」と気付けるよう
になります。その都度ケアをすれば、身体がどんどん
楽になっていきます。ぜひ、続けてみてください。

ちなみに、三宮さんが初めて講習を受けに行った講座
が「さとう式リンパケア」の講座でした。
ほんとうに驚くほどやさしいふれ方でゆるむのです。

お友達に障害をもつお子さんのご家族がおられたら、
この本をぜひ紹介してあげてください。

著者の三宮さんは自閉症の二
人の息子さんのお母さん。自分
の不調のために受けに行った

整体の講習会で、驚くほど簡単な方法で自分の身体が
ゆるむのを体感。家で息子さんに施術したら、息子さ
んにも驚きの変化があって、さらにビックリ!!　

その後いろいろな技術も学んで、ご自分で工夫を重
ね、障害があってさわられるのが苦手な子でも無理な
くできるケア「ぐるーみん」を考案しました。

「ぐるーみん」が誕生するまでのお話はとても感動的
です。自閉症や発達障害のある方の特徴を理解した工
夫や、なぜ「ぐるーみん」で身体がゆるむのか筋肉の特
性や骨の向きを考慮していることなど理論的な解説
もわかりやすくされています。実際のケア方法も写真
やかわいいイラストでとてもわかりやすいです。

障害をもつご家族がいるいないにかかわらずぜひ読
んでいただきたい一冊です。障害がある子にやさしい
ケアは高齢者や日々ストレスで緊張している全ての
人にやさしいケアです。

②左手を右の鎖骨に当てたまま
右肩をギューッと持ち上げて、脱
力して落とす。2回行う

③左手を鎖骨に当てたまま、右腕
をだらんと下ろし、右手のひらを前
に向けて前後に４～５回ゆらす。
（ボーリングのボールを転がすイ
メージで。特に後ろに引くほうを
意識！）

④　①～③をもう1回繰り返す。
※両腕を下ろして、効果を確認！右肩の力が抜けて、
左腕より右腕が長くなった気がしませんか？
⑤　手を替えて①～④の体操を行う

本の紹介

Miyuki（松永 美幸）先生
IYC アシュタンガヨガインストラクター
IYC 綺麗になるヨガインストラクター
産後ママとベビーのヨガインストラクター
ヨガと出会って、自分の身体や心が穏や
かになったことで、インストラクター資格
取得。身体や心を軽く、笑顔が溢れるレッ
スン内容です。

Column!! Column!!
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ラクラクYoga コラム　～ヨガの基本‘冷え改善ヨガ’～

こんにちは。
ヨガインストラクターのMiyukiです。
年末も近づいてきて、本格的な寒さがやってきましたね。
皆様、お変わりございませんか？
今月は、寒くなってきたこの時期にこそお伝えした
い、冷え改善ヨガについてお伝えします。

冷えを改善するためには、身体の芯から温めることが
大事になります。
私自身、末端冷え性で、靴下を重ねて履いたり、温かい
飲み物を積極的に取ったり‥と、色々冷え対策してま
すが、京都の寒さには毎年芯から冷やされます。ただ、
はだし・薄着でヨガをしている時は、全く末端冷え性
がなくなり、身体が温かいんです。ヨガが、身体を動か
し、筋肉にアプローチしているため、血流が巡り、芯か
ら温まっているからなんですね。
 
全身を温めてほぐすヨガのポーズをご紹介します。

＊ポーズを取る際の注意点＊
1, マットや床など硬めの場所で
　 寝る前にベッドの上で行ってもいいポーズはOK
2, なるべく空腹の状態で行う
3, 動きやすく、リラックスできる服装で
4, ポーズを無理に取ろうとしない
5, 呼吸は、できれば長く、鼻呼吸

☆キャット＆カウ（猫と牛）のポーズ☆
－肩、背骨、お尻周りをほぐす効果－

1. 肩幅に手と足を開き、
四つん這いに

2. 猫のポーズ
息を吸いながら、骨盤を
反らせて、背骨1つずつ
動かすように反らせて
いく。最後に顔を天
井に向ける
＊腰から反らさず、骨盤からスタート＊

3. 牛のポーズ
息を吐きながら、骨盤を
内側に入れ込むように
丸く、背骨も一つずつ丸
めて、おへそを見る。
＊両手両足で床を押す
イメージで＊
4. 呼吸に合わせて、5回ほど行う

☆ダウンドッグ（下向きの犬）のポーズ☆
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－肩、背中、足と全身
を大きく動かし、血
行促進、集中力を高
める効果-

両手両足をつけた四つん這いの姿勢から、足のつま先
をたてる。
息を吸って足と手を肩幅に開き、息を吐きながらお尻
を高く天井に向けるよう持ち上げる
手でマットを押しながら、足のつけ根を斜め上後方に
押し出す
ゆっくり鼻から吸って、大きく吐くを5回繰り返す
＊両脇と背中に伸びを感じ、膝の裏を伸ばしてみま
しょう＊

いかがでしたか？
寒さ対策の一環として、ご自身の身体を巡らせて、温
まりましょう。
日々、皆様が笑顔でありますように。
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