
夏こそ冷える！～漢方のお話～ 

 私たちの身体は「気血」の巡りの力によって、恒常的に保たれています。 

しかしながら、1年を通じて身体の中で同じ状態が続いているわけでは 

ありません。それぞれの季節にあった調節をしているのです。 

 たとえば、夏になると気温の上昇とともに私たちの身体は汗をかきます。汗は蒸発するとき体表部

から熱を奪い身体の温度を下げます。このため、夏場には体表部にエネルギーが多く必要となり、自

ずと「気血」は体表に多く流れるようになります。その反対に、身体の深い部分(内臓など)では少なく

なる傾向があります。その結果、胃腸などは冷え易くなり、冷たい飲食物などを摂りすぎるとその影

響は強くなります。 

 このような季節による身体の熱の分散の違いを昔の人々は理解し、夏にはあえて冷たいものを摂

り過ぎないよう普段から注意をしていたのでしょう。 

みなさんも、是非今年は胃腸を冷やさぬよう気をつけ、元気に暑い夏を乗り切りましょう！ 

こんにちは！わたしはマロウ。パパは人間、ママは魔女というハーフの魔女☆ 
相棒の黒猫ミントと一緒に1年に4回、みなさまに“読むクスリ゛をお届けします。 

【第17号】 

エアコンがあっても暑すぎる・・じゃあ100年前の人はどうしていたんだろう？ 

現代ｖｓ江戸時代の夏の過ごし方 
 昨今は気温が上昇し、熱中症を引き起こすこともあるためエアコンなしの生活は危険とも言われています。 

しかし、暑いからといって部屋をガンガンに冷やし、身体を冷やしすぎると免疫力が低下し、風邪をひきやすくなりま

す。他にも自律神経が乱れ、汗をかかなくなる、体力が低下する等たくさんの問題が起きるのです。そのため、対応

策としてクールビズを採用し、室内を28℃に保ち生活することが推奨されています。 

 それでは、電気のなかった昔はどのように夏を過ごしていたのでしょうか。どうやら、江戸時代の夏は現代より２～

３℃低かったようです。さらにアスファルト等の照り返しもない為、体感温度は２０℃前半とも言われています。それで

もやはり夏は暑かったようで、様々な工夫をしていたようです。 

 江戸時代の暑さをしのぐポピュラーなものと言えば、「団扇（うちわ）」や「すだれ」「風鈴」などがあげられます。ま

た、現在の清涼飲料水のようなものがありその名もズバリ「冷水（ひやみず）」。冷や水といっても氷水ではありませ

ん。まだまだこの時代に氷は高級品で、庶民には手が届きませんでした。これは、砂糖水にお餅が入ったようなもの

を「氷水あがらんか、冷（ひやっこ）い。汲立（くみたて）あがらんか、冷（ひやっこ）い」と冷や水売りが売り歩いてい

たそうですが、いかにも涼しくなるという感じがしませんか？ 

江戸時代の人々は直射日光を避け、五感をフル活用することによって暑さ対策をしていたようです。 

これらは現代人にも夏を上手に乗り切るヒントになりますね！ 



今年も猛暑の季節がやってき
ました。 
下堀店では、更に健康Keepの
為に若甦内服液や若甦インペ
リアルなどを服用して夏をのり
きりまぁーす！！！ 
皆さんも是非お試し下さい。 
         (下堀店) 
 
 
 

レシピにある「そうめんでトマ
トとツナのカッペリーニ風」を
スタッフも作ってみました。 
いつものそうめんがグレード
アップして、ツナとトマトの酸
味が美味しいです★ 
ぜひ一度ご家庭で作ってみ
てください♪ 
        (婦中店) 
 
  

上飯野店では去年に引き続き
今年の夏もこども薬局体験を
実施します。 
小学生のお子様に、少しでも
薬のことや薬局の仕事につい
て知ってもらい、興味を持って
もらえればいいなと思います。 
        (上飯野店) 
 
 
 

暑い季節にぴったりのハーブ
ティー「サマータイム」 
 
疲労回復や夏バテ予防にもな
ります。 
はちみつを入れると甘くて
とってもおいしくなりますよ！ 
ぜひお試し下さい。 
         (富崎店) 
 
 

今年もスタッフが酵素飲料 
「クオリ酵華」を取り入れての
ファスティングに挑戦！無事終
了しました。 
終わった後は、スッキリ爽快感
がありました。おなかの中を大
掃除した感じです。 
興味のある方は、ご相談くだ
さいね💛 
   (フローラメディカ店) 
  

暑い夏は湯船には浸からず、シャワーだけですませている方
も多いのではないでしょうか？疲れた日は湯船にゆっくりと
浸かって心も体もリラックスしたいし、 
その方がいいこともわかってはいるけれど、 
夏の暑さで湯船からは遠ざかってしまい、 
シャワーだけの毎日になってしまいがちですよね。 
でも、やっぱりシャワーだけでは湯船に浸かるよう 
に、からだを芯から温めたり、リラックス効果を得る 
ことはできません。 
 

ついつい「今日はシャワーでいいや」って思うけど・・ 

紫外線 
赤み、ひりひり日焼け、
しみ、しわをつくります。
なんと！老化の80%は
紫外線によるもの。 

①足を温めてからだ全体を温める 
洗面器に40-42℃程度のお湯を入れ、シャワーの際にイスに
座った状態で足をつけて下さい。アロマオイルを入れて 
リラックス効果を高めるのもおすすめです。 

 
②からだの背面もしっかりと温める 
シャワーを浴びているとき、意外とからだの背面はお湯があ
たらず冷えている可能性があります。ある程度からだが温
まってきたら、背中や腰、おしりなどにシャワーをあて、から
だの背面も温めていきましょう。 

 
③シャワーあがりもからだを冷やさない 
夏は室内も冷房がきいているので、せっかくシャワーで 
からだを温めてもすぐに冷えてしまうなんてこともあります。
髪はすぐに乾かし、足元や首元も冷やさないよう注意しま
しょう。 

夏は簡単ケア？いえいえ、夏こそしっかりお手入れを 

暑～い夏💦 ついつい肌のお手入れも、いい加減になりがち・・ 
こんなことないですか？ 
〇暑さから化粧水しかつけなくなる。 
〇お風呂上り、または洗顔後すぐには、お手入れしない。 
〇どうせ汗で流れるからと、日焼け止めをつけなかったり、 
 ノーメイクまたは、化粧直しをしない。 
１つでもあてはまるものがあれば要注意!そのすべてが肌老化の原因
となります。 

過酷な環境 

汗、皮脂 
夏は汗も皮脂も過剰に
なります。汗は肌をア
ルカリに傾かせ皮膚炎、 
あせもの原因に。 
皮脂は毛穴やニキビ
の原因になります。 

乾燥 
冷房はお肌内部を乾燥
させ、冷えにより代謝を
悪くします。 

しっかり保湿☆ 
洗顔後２分以内にお手
入れ開始! 
保湿性の高い化粧水
たっぷり! 
目の周りと口の周りは
もう１回つける! 
 

老化を防ぐお手入れポイント 
～これだけはやっておこう～ 

きちんとUV対策☆ 
老化の80%を占めるのは紫
外線による老化! 
しっかりガードしてなお肌を
守りましょう! 
紫外線はアスファルトからの
反射にも要注意。 
手や首のケアもお忘れなく! 

冷たい食べ物は上手に食べよう☆ 

夏は冷たい食べ物・飲み物が美味しい季節です
よね。しかし、冷たいものの摂りすぎは、内臓全般
が冷やされ血行不良になります。特に、胃腸が冷
やされると、胃もたれ・胸やけ・便秘・下痢といっ
た様々な症状が出ます。これがいわゆる夏バテ
につながるのです。 

冷たいものを、夜は摂らないようにしましょう。 
 
夏野菜を積極的に摂りましょう。トマト・キュウリ・
ピーマンなどには、暑さをしのぐために必要な栄
養素が含まれています。 

そうめんで 

 トマトとツナの 
  冷製カッペリーニ風 

【材料（２人前）】 
・トマト（２００ｇ）－１コ ・大葉－６枚 
・ツナ－７０ｇ  ・そうめん－１００ｇ 
・お湯－適量  ・冷水－適量 
・EVオリーブオイル－大さじ２ 
・ポン酢－大さじ２ 
・レモン－小さじ２ 
・黒コショウ－適量 

【作り方】 
１．ツナは油を切っておく。トマトは１cm角切
りに大葉は千切りにする。 
２．そうめんを茹でて水気を切っておく。 
３．ボールに の材料を入れ、しっかり混
ぜてツナ、トマトを入れ軽く混ぜ、そうめ
んもいれてよくあえる。 
４．彩りよく盛りつけ、大葉をのせる。 

逆に、冷たいものの摂らなさす
ぎは、熱中症につながることが
あるニャン！ 

一番涼しいところは、ボクが
知っているニャン♪ Byミント 



スクール案内

●西尾薬局　☎444-5151
　富山市五福２３３７番地５
●西尾薬局　フローラメディカ　☎444-5151
　富山市五福２３３７番地５
●西尾薬局　婦中店　☎466-6388
　富山市婦中町板倉４６２番３
●西尾薬局　下掘店　☎494-1181
　富山市下堀 9-1
●西尾薬局　上飯野店　☎471-7827
　富山市上飯野２９-３
●西尾薬局　富崎店　☎461-7161
　富山市婦中町富崎 1017-3

　　

店舗情報

「酵素断食」 に挑戦～飲む点滴 「クオリ酵華」 ～

最近、 密かにメディカ店でブームになっている酵素断食。 やり方は簡単☆3 日間の

食事を「クオリ酵華」に変えるだけ。以前に断食をしたスタッフは「ｽｯｷﾘしたよ～」

「これはいい。 1 年に 1 回するわ」 など好評価。 しかも、全員なんだか見た目もスッ

キリして顔色がとてもよくなっている。 やってみたい！ ・ ・ が、 「仕事をしながら身

体がもつかな？」 「でも、 もうすぐタンクトップの季節だし少しでも痩せたい」 ・ ・

二つの揺れ動く気持ちを天秤にかけたところ ・ ・ 「やる」 が微妙に有利。 一念発起

し 5/21 ～ 23 日の 3 日間断食を決行することに。 以下はその経過報告である。

1 日目 ・ ・ 酵素ドリンクは甘みもあり、 2 時間おきに飲み続けるため空腹もそれほ

ど感じない。 醗酵、 熟成したドリンクのおかげで消化の必要がなく、 胃腸を休ませ

ながら栄養がとれるらしい。

2 日目 ・ ・ ちょっとすっきり？ 1 キロ減 ( 艸｀*)。 とてもお腹がすいたので、

水分をハーブティにしたり、 味噌汁、 梅干しなど摂取可能なもので気分

を紛らわす。 夕方になると空腹には慣れたが腸の中の大掃除という感じ

の下痢が続く。 しかし就寝後はトイレに起きることもなく熟睡。 よかった。

3 日目 ・ ・ さらに 0.5 キロ減 ( 艸｀*)。 下痢は続いている。 空腹は

それほど感じず、 体が軽く動きやすい♪肌と髪がツルツルになっている

～。 腸はすべての健康の源といわれているのを体感した気分だった。

( 下痢は酵素ドリンク終了とともに回復、 2 日後からは超快便♪)

※スタッフの体験談です。 効果を保証するものではありません。
きりとり線

若甦錠Ｓ 480錠（４ヵ月分）
240錠（２ヵ月分）
120錠（１ヵ月分）

11,000円＋税
 6,500円＋税
 3,600円＋税

　　　http://www.alterna-inc.jp/

フローラメディカ店には、

初心者から安心して学べる

アロマテラピー教室をはじめ、

ハーブ、ベビービクスなど

日常を豊かにする講座から資格取得ができる講座

までさまざまな講座があります。詳細は、

ホームページにてご案内しております

3 日間で変身！？

若甦をのむとどう して
身体がホカホカ温まるの？
若甦をのむとどうして
身体がポカポカ温まるの？

？
？

ほか

ほか

胃の裏側には自律神経が
集まった太陽神経そう が
あり ます。
ここを温めると 、 その他
の臓器の血液の流れも良
く なって、身体全体の調子
が良く なっていく のです。

身体を芯から温めると ･･･

疲れが!

肩こり が!

冷え性が!

す～っと楽になってきた!

若甦(じ ゃっこう )のお話

すごい! !

①

自律神経の乱れにも
良いって聞いたけど？

？
？

② ③

自律神経は人体の37兆個の細胞を

コント ロールし ている神経です。

自分の意思と は無関係に必要に応

じ て、 自動的に調整さ れます。

イラ

イラ
ほっ

交感神経＝活動的 副交感神経＝リ ラッ クス

バランスが良いと 病気にもなり にく い!

若甦は上手にバランスをとる

手伝いをしてく れるんだよ！

病院のお薬とは
どう 違う の？

？
？

元　 気元　 気 病　 気病　 気

おく すり

？

みんなここを小さ く する事に
一生懸命。 でも病院のお薬は、

病気を打ち消すけど健康自体
は伸びない。

よ～し !
元気いっぱい満たすぞ! !

元　 気元　 気 病
気
病
気

ほら ね! 病気が小さ く なっ た !
若甦は健康を伸ばし て、 病気
を打ち消すんだよ 。

こ こ を大き く し てやれば･･ ･

空とぶほうき　夏号　スペシャル特典
　　　　　【有効期限　2019/7/15 ～ 9/30】

　若甦試飲券　（600 円相当）

※店頭での試飲のみになります。お持ち帰りいただけません。　


