菊地薬局
にゅ～す

サイコロゲーム参加券をお持ちの方は
忘れないで下さいネ！！

平成最後のサイコロゲーム！！

３月４日（月）～
３月９日（土）

三七人参を服用したお客様からの
喜びの声を紹介します！
＜老人性紫斑病＞ 70 代 男性
特にどこかにぶつけたわけではない
が、気付くとあざが出来ていました。
特に腕に広範囲に出来ていました。
紫、赤、黄色など様々、三七を朝 5 粒
夕 5 粒にて服用開始。1 週間ほどで、
黄色い部分は残っているもののほぼ
他は消滅。
１カ月後、全体にキレイになりまし
た。その後予防の意味も込め１日５
粒にて継続。たまにアザは出来るも
のの、以前よりは少なく大変喜んで
もらえました。
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メール便がご不要の方は、お申し出頂くとありがたく存じます

ご来店の方全員に出た目の数のレバコールロイヤル S(540 円分)をプレゼント！！
さらに！お買物金額が 1 万円以上の方はダブルチャンスあり！
1 万円毎にサイコロをふって、出た目の数の 10 倍のポイントをプレゼント！！

例えば、出た目が 6 なら 60 ポイントプレゼント！！
健康長寿の栄養素「アルブミン」とは？
 血液や筋肉の原料となるタンパク質
 肝臓でのみアミノ酸から作られるタンパク質
 身体に栄養素を届ける船の役目（薬なども運ぶ）
 身体の余分な水分を回収する
 母乳の主成分

アルブミン値が低くなると
 筋肉が低下して歩けなくなる
 免疫が低下し、病気になりやすく、治りにくくなる
 認知症になるリスクが高まる
 心臓への負担が大きくなる

アルブミンを増やすために肉、魚、卵、大豆などのタンパク質をしっかり食べることが大切ですが、タンパク質を
アミノ酸に変える力が 70 歳代では 30％まで低下してしまうのです。不足分をレバコールロイヤル S に助けても
らいましょう！
皆様こんにちは（＾－＾）いつも菊地薬局にゅ～すを読んでいただき、ありがとうございます。
2019 年がはじまり、あっという間にもう 1 ヵ月が過ぎました。
今年の菊地薬局の「年賀状イベント・数当てクイズ」は残念ながら正解者が出ませんでした。
ヒントがないと難しいですね。正解は「６９５」
。菊地薬局は１９６９年（昭和 44 年）に開局し、今年５０年目を
迎えます。５の数字だけ当たった方が多かったです。難しかったですね～。すみませんでした。
皆様のご愛顧に支えられて、おかげさまで菊地薬局は開局 50 年目を迎えることができました。本当にありがとう
ございます。めでたい 50 周年を記念して盛大にお祝いしたいなぁと考えています。今年の菊地薬局にゅ～すから
目が離せませんよ！ご期待ください。
平成最後の年が始まり、嵐の無期限活動休止という衝撃的なニュースが飛び込んできました。今年嵐のコンサー
トは例年より多く行うことは予告されていたので、今年こそはコンサート行きたいねと友人と話していた矢先の
この活動休止のニュースです。活動休止のニュースの後すぐにコンサートのエントリーが始まりました。コンサ
ートに行きたいためにファンクラブに入るのに、嵐の場合はファンクラブに入っていてもコンサートチケットが
手に入らないんです。でも、今回はファンクラブに入っている人だけがコンサートエントリーでき、今から入会し
ても今回のコンサートにエントリーできないというシステムを導入してくれました。さっそく友人と緊急打ち合
わせと称した飲み会を実施。友人は名古屋ドームをエントリーし、私は思いきって札幌ドームをエントリーしま
した。また抽選結果をお知らせしますね。友人は残り 2 年全力で応援するけど、そのあとが怖いと‥。「嵐ロス」
が怖いと‥。ウン‥さみしい。平成の終わりと共に一つの大きな「嵐」が過ぎ去ってしまいます。
2015 年 9 月、東日本大震災復興支援コンサートが行われました。左の写
真は、仙台駅の構内の様子です。嵐 5 人の巨大ポスターに迎えられ、異
常ともいえる熱気につつまれていました。写真が小さいので分かりにく
いと思いますが、人人人で、ほとんど嵐ファンと言っても
いいくらい。まさに嵐一色！大興奮！！
この頃 GUTS！と Sakura がヒットしました。懐かしい♥

NHK の「あさイチ」でも放送されましたが、三七人参は中国では
長寿の薬として古くから親しまれ、地元の診療所では三七人参を
原料にした薬が使われています。三七は、一等級品の三七人参を
塊のまま輸入し、日本で製造。三七人参 100％の商品です。当店で
も、内出血ができにくくなった、肌の調子がいい、手のしびれやこ
わばりが改善された、しもやけやひび割れができにくくなった、
血流が良くなって調子がいいなど嬉しい報告があります。

＜手術後の痛みと老人性紫斑病＞
70 才 女性
右のふくらはぎの内側を転んだ際、切
れてしまい手術。手術してから縫合し
た所がひどく痛み、炎症も治まらずと
ても歩きにくい。その時、相談はあり
ませんでしたが、腕に青あざもありま
した。炎症と痛みを抑える三七を朝夕
各 15 粒飲用。来店されたときは、足
を引きずりながら歩いていたのが、飲
用 3 日目には普通に歩けるようにま
で回復。青あざも消えていました。炎
症と痛みは鎮静型サポニンが働き、青
あざも散血の効果が働いたと思いま
す。
お客様も元気に歩けるようになって、
非常に喜ばれていました。不思議と顔
色も良くなったように思います。

三七 150 粒入：￥15,000＋税

ジュンの体験レポート！！

転ばぬ先の・・エミューゼリー 膝の痛みでお悩みのあなたに朗報！！

平成 29 年の 12 月、姉のマンションの階段ですべり落ち膝を強打。その後更
にテニスで転んで再び膝を強打！ダブルパンチ！すると膝がパンパンに膨れ
上がり痛みがひどくなった。
MRI の結果、「半月板損傷と軟骨の一部欠損」と診断。医者からは手術しな
いと治らないと言われショックを受ける。手術なんて絶対イヤだ！手術せず
に治そう！そんな時に出会ったのがこのエミューゼリー！！プロテオグリカ
ン（サケ鼻軟骨成分）入りのこのゼリー（グルコサミン、コラーゲン、エミ
ューオイル、コンドロイチンも入っている）を毎晩夕食後に飲み続けたとこ
ろ、約一年でほぼ完治！ぶどう味でデザート感覚で美味しく食べられて、膝
が良くなるなんて最高！！膝だけでなく、肘、腰の痛みにもオススメ！
（いつの間にかテニス肘も治っていました！）
30 包；￥6,300＋税

健康・人生アラカルト
＜ガンの人 100 万人＞
最近ガンの人が 100 万人に達したと発表されました。ガンになるというのには食事のみならず心も極めて関係しますので書
いてみます。
ある人は毎日不平不満だらけで生活していました。仕事はうまくいかないし家に帰ってもくつろげない。そのような心の状態
であると内臓も調子を崩します。
漢法（方）では、心配事が重なると胃が悪くなり、イライラが続くと肝臓・胆のうの調子が悪くなると言っています。その人
はやがて胃ガンを宣告されたのです。ところがそんな中で自分を見つめ直しました。いろいろあったけど、よく考えてみる
と、かなり自分にも非があるなぁ。更に考えてみると、案外恵まれた環境にあるんだよなぁと思うに至ります。ありがたいな
ぁ感謝だなぁと感じるようになりました。
以前とは考え方が変わったのです。その後しばらくして検査をしたところガンが消滅したという結果になりました。
（一般的には、ガン細胞は非可逆的に増殖する一方であると言われるのですが。）
以前から書いてきましたが、食事の乱れはガンの原因になります。しかしこのように心も凄く関係するので見逃すわけにはい
きません。いずれにしてもたまたまガンになるというのではないのです。因果応報ですね。暴飲暴食によって内臓が悪くなっ
たという原因があって、ガンになるという結果があるのです。
そして心が乱れるという原因があるからその結果が出てくるわけです。
＜今ここ＞
昨日会った人に気になることを言われた。あるいは明日はスケジュールがいっぱいで大変だ。これらは頭の中が昨日や明日に
行ってしまっているので“今”にいません。近々同窓会で行く旅行先のこと。あるいは今頃熱海の梅園の梅は満開だろうか。
こういうのは頭の中が旅行先や梅園のことを考えているので“ここ”にいないのです。時間的前後のことから解放されて
“今”。場所的に他のところへ行ってしまわずに“ここ”に居るのです。ちゃんと“今ここ”に居るというのが大事です。そ
もそも本当に在るのは今だけなのです。
考える必要がある時には、ていねいに考えます。しかし多くの場合必要のない時に頭が動き回ってしまっていないでしょう
か。このようでは今ここ以外に行ってしまっているので、今ここを生きていないのです。これは本当には人生を生きていない
ということを意味していますので改めるべく精進しましょう。
慈覚玄仁

食と健康（１０）
慈覚玄仁先生のコラムにもありましたが、食事の乱れはガンの大きな原因の一つです。ここ最近は 20～４０代の
あまりにも若い方がガンを発病しています。
特に乳ガンは若い方に多いです。
私は昭和４０年生れですが、今のようにファーストフード、スイーツのチェーン
店、人気のパン屋さんなどは近くにはなく、毎日のように食べることはなかった
ように思います。
でも、今の若い人は成長期の最も大切な時期に、スイーツや乳製品など自由にいつでも買えて食べることができ
ます。
現代人は ①高脂肪食（肉、食肉加工食品、卵、牛乳、乳製品を使ったスイーツ） ②白砂糖食品（お菓子、ジ
ュース） ③小麦粉食（パン、ケーキ、麺類）を多く食べ過ぎています。①～③を多く食べ過ぎていると、新型
栄養失調（カロリーは足りているのに、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどが不足している）になりやすくな
ります。
日本では乳製品をはじめとする洋食化に乳ガンが年々増えているのに対し、欧米国は逆で、和食のとりいれによ
り、乳ガンは減少していると言われています。

ゆる～い食養生しませんか？
普段の食生活に足りないものを当店の健康食品に助けてもらうと
これからの健康が変わってきます

お肉大好き野菜不足には生の酵素青汁
甘いものやお酒が大好きな人にはバランスターWZ

ジュンの気まぐれ日記（３９）
平成 29 年の 12 月に膝を痛めてから早いもので丸 1 年と 1 ヵ月経ちました。おかげさまで膝の痛みもかなり回復方向
に向かい、
（なぜ回復したかについては裏面の「ジュンの体験レポート」をご覧くださいネ。
）年末二つのコンサートに
も無事に行くことができました。
まず浜松で MISIA があり、横浜で桑田佳祐の「ひとり紅白歌合戦」に行ってきました。
久しぶりの浜松～。まだ行ったことがなかった徳川家康の出世城・浜松城に登り、浜松ギョウ
ザと生ビールを堪能し、MISIA の歌声に酔いしれました。マイクいらないんじゃない？って位
の声量と歌のうまさ、アクトシティのトイレの多さ、そして浜松駅に直結していて帰るのに
スムーズだったことに感動しました。
（普通コンサート会場って駅から遠かったり、トイレが少なすぎて苦労すること
が多いです）。
師走に入っての次は桑田さんです。歌謡曲５５曲を 3 時間 45 分にわたって一人で熱唱。最終の新幹線の時間を気にし
ながらも、最後まで聴くことができました。去年亡くなった西城秀樹の「ヤングマン」が一番盛り上がり、会場が一体
となり、ユーミンの「真夏の夜の夢」もすごかったです。個人的には沢田知可子の「あいたい」が良かったかな～。そ
ういえば去年の本当の紅白歌合戦でのサザンとユーミンの大大トリはおもしろかったです。
今年はサザンオールスターズ結成４０周年なので、４月からライブツアーが始まります。すでに最終６月の東京ドー
ムが当選したので行くのが楽しみです。４月の横浜アリーナは残念ながらはずれてしまいましたけど・・・。

ボク風太ニャニャ～！ （１４）
ボク ゴハンを残すとほめられるって 前におしゃべりしたけど 今も ガツガツしてないよ
でも 毎日おんなじゴハンだからあきちゃうよ！ そんなとき 文子のゴハン見～つけた！！
ラッキ～！！ やった～！！ 文子のゴハンはボクのとちがうから おいしぃ～！！ だから食
べちゃうんだ。 で たべすぎて ゲヴォゲヴォ やっちゃうんだ (お食事中の方ゴメンナサイ)
ジュンちゃんのおふとんでも やっちゃうんだ・・ 「もー 風太 なんでおふとんでしちゃうの～！
お部屋入んないで！！」 せっかく ボク ジュンちゃんとネンネしたいのに・・ クスン
=^_^=
おおくさのおくすり（注：大草胃腸薬のことです） のまなきゃダメかな

体にやさしい・・８種類の漢方生薬の効き目
飲みつづけても安心・・塩分(重曹)の入っていない胃薬
ストレスに強い・・カルシウム(カキの殻)配合 22 包入￥1,250＋税

88 包入￥3,600＋税 380ｇ￥4,950＋税

今月のコタロウ
コタロウがうちに来て 2 月 15 日で丸２年。３月で３
才になります。遊び盛りです。下のマスコットがコタ
ロウのお気に入り。(青色の「もけけ」とライオンキ
ングの「シンバ」が大好き)。右の写真は「シンバ」
をくわえて移動中のところをパチリ。ガジガジいたぶ
って遊んでいます。
「シンバ～！負けるな～耐えろ～」

今月の風太の写真は、アスゲン製薬の営業マンの一眼レフカメ
ラで撮ってもらったものです。躍動感バッチリ！！美男子！！
さすがですね。ありがとうございます。
久しぶりに MD 化粧品からのお得な泥パックスペシャルサイズが出ます！5 月発売予定！！
MD 化粧品の創始者、故石井禮次郎は美容皮フ科やドクターズコスメの先駆者であり、日本にエ
ステティックサロンを導入したことで知られています。あの有名なたかの友梨さんもドクター石
井の弟子であったそうです。青山のエステティックサロンで使われているのが今回ご紹介するミ
ネラルマスクです。天然泥パックが洗顔で落としきれない汚れを取り除き、血行を良くしお肌を
ひきしめてくれます。泥パックなのにマッサージ効果もある優秀パックです。
今年の 5 月にお得用サイズが発売されますのでご予約お待ちしています。

