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～2016 年

全国催事スケジュール～

●2/24～3/ 1 ［神奈川］さいか屋 藤沢店 地下 1 階
●3/ 2～3/ 8 ［神奈川］さいか屋 横須賀店 地下 1 階
●3/23～3/29 ［神奈川］まるい食遊館 戸塚店 1 階
●4/ 6～4/12 ［佐 賀］佐賀玉屋 南館 地下 1 階
●5/11～5/17 ［神奈川］さいか屋 横須賀店 地下 1 階
●5/19～5/25 ［松 本］井上百貨店 横浜中華街展 7 階催事場

CHA-CHA

きむろ まさあき
木室
正明

2 回目の結婚式を挙げることです❤
-木室ミヱ子-

先生がラジオ放送
生出演のため
下記日時は漢方相談を
中断しております。

2016 年、始まりましたね。皆様元気でお過ごしでしょうか？
私は今年の初めに献血に行って参りました。自他共に認めるＯ型だったはずが、実は
Ａ型だったことが判明！今年はＡ型らしく几帳面で細やかな気配りが出来る女性に
変身します（笑）
-ゆいちょん今年は昨年以上にいろいろな所に旅行に行きたいです！！海外にも行きたいのです
が、まずはＵＳＪかな～♪と思っています。
（昨年初めて行ったのですがすごく楽しかった❤）
おススメの旅行先があれば教えてください！
-ぬまっち悲しい？話ですけど、年々落ちてるんです…私の「美意識」… ´Д`；
本来なら、年々上げていかないといろいろ誤魔化しきれないお年頃なんですけど？
今年はちゃんと？美意識？上げていくことを誓います？？
まずはマツエク予約、予約（笑）
-りかぷ今年やりたいことは家の中の整理整頓です。
今流行の断捨離に挑戦したい。特に洋服が捨てられず…いまだに 12 年前の長男が使
っていたベビーカーが倉庫に眠った状態です。
まず整理をする時間の確保が第一関門
です´Д`； あ～時間をください(T_T)
-いくちゃん2016 年は、
「苦手なことと」
「好きなこと」ひとつずつやってみようと思います。
苦手なパソコンを克服し、
前から興味のあった習字を勉強して少しだけデキる女に
なりたいな❤
-みきてぃ-

昨年の 10 月に酒蔵開きに行き、今まで“日本酒は苦手…”と思っていた私がはま
ってしまいました。
今年は全国の蔵を見て回りたいと思っています。
お薦めがございましたら教えて頂ければ嬉しいです(#^.^#) -おしゃべりな美魔女初めまして！新入社員の工藤セツミと申します。
今年は息子(高１)との毎朝の「起きなさ～い！」で始まり、
「寝なさ～い！」で終
わる戦いの日々を終わらせ、穏やかに優しい気持ちで過ごしたいと思っています。
優しいお母さんが目標です（ムリ～）
-竜の母-
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間質性肺炎で胃腸が弱い体質は
農業が優秀な成績をあげられます

～編集後記：テーマ「２０１６年やりたいこと」～

満６５歳になりました。
振り返ればあっという間の年月でした。
これからは一日一日を自分自身も大事に過ごしていきたいと思います。今までに
学んだこと、経験をお客様に伝えながら喜んで頂ける商売をさらに・・・
-木室正明-
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ご了承くださいませ。
毎週木曜日
14：00～17：00

予約は
随時受け付けて
おります
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2015 年 11 月 9 日
もう治っちゃいました！ 間質性肺炎になる前より元氣です！
普段どおりの仕事をしています。
「農業ができるようになったら…」と言われていた方が健康な方でも作
れない様な下仁田ネギを育てています。
間質性肺炎になりますと、ちょっと５～６ｍ歩くのも、階段２～３段がき
つい。寿命は 10～15 年と宣告される。もしくは今年いっぱい…等々そのよ
うな方々が全国からご来局。漢方薬飲まれて人生を謳歌されています。
群馬県 甘楽群（かんら）から下仁田ネギが 2 月 1 日届きました。
（株）大地を守る会調べ
・有機栽培の野菜 マーク付き
・化学肥料 農薬 除草剤は一切使用しておりません
・緑痞 堆肥など有機肥料を投入しています
・成分分析結果：すべての項目において平均値を上回っています
・品種特性として糖度が高い傾向にある下仁田ネギの中でも品質の良いネギです。

この方は胃潰瘍を経験。胃腸の弱い方、農業は成功します。
タイミングよく能力を発揮でき体が丈夫になり、順調にいく。
心地良い職業なのです。
15 日間 デンマークへ行ってきます。
４日間は有機栽培の取り組み。農家や直売所視察。
あとはコペンハーゲン見て観光。
お蔭さまでどこでも行けるようになりました。医師に言われた 死を覚
悟したけど．
．
．
．
．
．あの世には縁ないみたい（笑）

(株)オータニ漢方薬局
代表取締役 木室ミヱ子

使用商品

オータニ 仙人丸
漢方薬に副作用ある？
「先生、漢方薬にも副作用が強くて死ぬお薬も有るんですってね。」
店頭での質問です。
間質性肺炎で死亡。小柴胡湯、大柴胡湯で．．．ニュースが走りました。

「仙人丸は“血”と“氣”を作るのよ。
」と勧められて試し
てみることに。
驚いたのは翌日の朝。さっぱりした目覚め！
毎晩寝るのは深夜。朝は息子のお弁当を作るのに５時起き。
いつもは目覚ましが何回鳴ってもなかなか起きられない。
毎日４～５時間しか取れない睡眠時間にもかかわらず、８
時間以上寝たかのような爽快感。
仕事中も集中力アップで疲れ知らず。
なんとお肌もつやつやしっとり❤
もう手放せません。
（福岡市 女性 ５１才）

原因はＡという病気にＡの漢方薬を投与せずＸやＹや症状に当てはまらない、
風邪薬の漢方薬を慢性疾患薬として長期間連用した結果です。
小柴胡湯や大柴胡湯の扱い方を著しく間違った結果で有り、当時言葉にならな
い程の怒りを感じました。
漢方薬は正しく使えば副作用は有りません。使い方を間違えれば副作用は有り
ます。先人の方々が書かれた漢方の書物を正しく理解して正しく使いこなしてい
るか？ ということです。
当オータニ漢方薬局では“大柴胡湯”
“小柴胡湯”は風邪薬として、症状のごく
軽い方は 3 日分、こじらせて長引かせている風邪は５日分をお渡ししています。
常備薬として家庭におきたいという方は２０日～３０日ご購入される方もおら
れます。上記の風邪薬は治まり次第ストップしなければなりません。
私が懸念している事の 1 つに“小柴胡湯”
“大柴胡湯”より比較にならない程使
い方に気をつけなければならない漢方薬がございます。
“大承気湯”“桃核承気湯”“防風通聖散”これらの漢方薬を「ダイエット薬」
として宣伝し、よく販売されているということです。
大承気湯・桃核承気湯は攻裏の剤として防風通聖散は表裏の剤として風邪をこ
じらせた時に服用する漢方薬で大便がでれば服用を中止しなければなりません。
大便が出れば熱は取り除かれ、風邪の症状は改善するからです。
これらの漢方薬を長期連用しますと便秘を通り越して軟便、下痢、食欲減退、
胃腸も冷やしすぎ、胃痛、冷え性、目の下のクマ、まぶたが重くて下がる、シミ、
クスミ、肌荒れ、脱力感、健忘症、鬱、持病発生、様々な症状を引き起こします。
乳糖デンプン添加で濃縮度が低い漢方薬は飲んでもすぐに効果は期待できませ
んので副作用も服用後すぐには分かりません。
濃縮度が低い為に副作用がすぐには発生せず、恐いのは知らず知らずのうちに
上記のような症状となり、やせ薬だからと思い飲み続けることです。

何でも使い方を誤ると悪い結果が出ませんか？

胡蘿補蔔粥（フウローポヅォ/にんじんがゆ５～７人前）
■薬味薬性
にんじんは甘微温で、脾・胃・肺経に入る。
■効能
にんじんはカロテン・糖分・ビタミンｃ・たんぱく質などが含まれており栄養価が高く、体を滋養す
る働きに優れる。また胃の消化機能を促進することで、胸をすっきりさせ、腹部の膨張感や慢性下痢
などを解消する働きもある。
■このような方におススメ
①食欲不振・消化不良の方②夜盲症の方③高血圧の方④糖尿病の方⑤皮膚が乾燥して荒れ気味の方
■主材料
にんじん……100ｇ
米……………250ｇ
■調味料
塩（マグネシウム塩）… 10ｇ
こしょう…………… 3ｇ
砂糖…………………40ｇ
水…………………… 1kg

■作り方
①にんじんはきれいに洗って３mm の輪切りにしておく。
②鍋に洗った米と水 1kg を入れ強火にかける。煮立ったら①のに
んじんを入れ、弱火にして約 20 分間煮れば出来上がり。
好みによって塩、こしょう、砂糖を加えて食用する。

核桃仁粥（ホータオレンヅォ/くるみがゆ１～２人前）
■薬味薬性
むきくるみは甘平で、腎・肺経に入る。脂肪油・たんぱく質・炭水化物・カルシウム・リン・鉄・カ
ロテン・ビタミンＢ２・セルロースなどを多く含む。
米は甘平で、脾・胃経に入る。
■効能
肺および腎の機能を活発にすることで、体内の水液代謝を促進するとともに、呼吸器系疾患を改善す
る働きがある。また、女性には、肌をみずみずしく艶やかに髪を黒くするといった効果も期待できる。
■このような方におススメ
①排尿を促すので尿路結石などの治療によい（むきくるみは 100ｇまで増やしてよい）②慢性的な咳、
喘息③閉塞性および老年性肺気腫の治療補助④髪や肌に潤いを与える。⑤筋骨をたくましくする。
■主材料
むきくるみ… 60ｇ
米……………120ｇ
■調味料
水…………… 適宜

■作り方
①米を洗い、むきくるみと一緒に鍋に入れ、水を注いで強火にか
ける
②煮立ってきたら火を弱め、フタを少しずらして柔らかくなるま
で煮込み、器に盛る。

