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今年も残り半年。日頃のご愛顧に感謝し、ささやかなプレゼント(味のれん
や小倉山荘のお煎餅など)をご用意しました。（詳細は店頭にて）
そしてお得なお知らせは隣のページにあります。

◎8 月の休業のお知らせ◎
8 月 4 日(日)・5 日(月)・11 日(日)・12 日(月)
8 月 16 日(金)・17 日(土)・18 日(日)・25 日(日)
皆様のご愛顧に支えられ、菊地薬局は開局 50 年を迎えます。下記の日程で 50
周年記念祭を企画しています。詳細は決まり次第お知らせいたします。

◎ 菊 地 薬 局 50 周 年 記 念 祭 ◎
８月２６日（月）～９月１４日（土）
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。
初夏のような暑さが続き、脱水症状で運ばれる小学生や高校生のニュ
ースが入ってくるようになりましたね。
「汗をかいたら補充が大事！」
血液や体液を漢方では「陰」と言います。瓊玉膏は陰を補う地黄・ク
コシ、消化器に働く人参・茯苓・ハチミツでできています。ペットボ
トルのお水の中に瓊玉膏を入れると「夏バテ予防ドリンク」になりま
す。瓊玉膏で陰を補い、生の酵素青汁でミネラル補給をしましょう。

ヒロミのちょっと一服

２０１９年

夏の大感謝祭６月 24 日（月）～７月 13 日（土）まで
生の酵素青汁 1 箱に１０包プレゼント
生の酵素青汁１日 2 包で不足分の野菜の栄養が摂れるのはなぜ？
野菜１日３５０ｇの摂取量の内、緑黄色野菜を１２０ｇ摂取するよう推奨していますが、淡黄色野菜は
摂りやすいのですが緑黄色野菜１２０ｇは難しい。生の酵素青汁１包には大麦若葉約４５ｇが使われ
ています。生の酵素青汁はほぼ１００％の栄養を吸収できるので、９０ｇの吸収。1 日 2 包でほぼ 1 日
分の緑黄色野菜の栄養が補えます。
だからといって生の酵素青汁だけではダメですよ。自然の野菜と食物繊維も必要です！食品添加物た
っぷりの現代人！生の酵素青汁でミネラル補給とデトックスしましょう！！

メーカー協賛のカルシウムカードのサービスが法律の関係で提供できなくなりました。今回のキャン
ペーンでカルシウムカード２倍プレゼントは終了となります。通常のカルシウムカードもカードの在
庫が無くなり次第終了となり、カード１０枚で現品１本プレゼントも今年１２月までとなります。そ
して、カルシウムの価格も今の在庫が終了次第値上げになりますので、この機会をお見逃し無いよう
お願い致します。
なお、カルシウムカードに代わるお得なサービスを検討中ですので、決まり次第ご報告いたします。
ルミンは戦争時、陸軍の傷を治す薬として使われたこ
ともある歴史のあるお薬です。当店のお客様も、手術
する前と後にしっかり服用すると、傷がキレイに治っ
たと喜んでもらっています。毎日服用していると風邪
をひきにくくなったとか、喘息が楽になったというお
声もいただいています。

ラクトフェリン入りヨーグルトなどいろいろ発
売されていますが、胃酸で失活せず腸まで届く
特許取得のパワーラクト（ラクトフェリン）が一
番です。

試食できます

瓊玉膏（けいぎょくこう）は
ペースト状（膏）が特徴。
煎じ薬や顆粒剤では、こ
の良さは出ません。
300g
1200g

13,000 円（税抜）
36,300 円（税抜）

（2）

新天皇陛下即位の一般参賀が行われた 5 月 4 日、私は母と一緒に歌舞伎鑑賞を楽しみました。今
回の演目の中で私が楽しみにしていたのが、市川海老蔵の「勧進帳」でした。 勧進帳の解説に、
海老蔵演じる武蔵坊弁慶は、「智勇を兼ね備えた偉丈夫であると共に、台詞、芝居、舞踊の技量、
さらには、荒事の力感を要求される立役屈指の大役」と書かれていて、まさしくその通りでした。
また、関守の富樫左衛門（尾上松緑）との緊迫したやりとりや、義経（尾上菊之助）と弁慶の主
従の恩愛に満ちた様子が描かれていて、大変見応えがありました。海老蔵はブログの中で「勧進
帳を演じるのは日々命がけです」と言っていて、そんな大げさなと思ったのですが、実際観て、
納得しました。そして、
「将来、息子が弁慶で自分が富樫を演じたい」とも言っていました。 実
現してほしい！ いえ、きっと実現するでしょう！ その時も絶対観に行きたいと思います。

食品添加物「リン酸塩」がミネラルを奪う時代！

ミネラルが豊富にバランス良く含むバランスターWZ がオススメ
そして天然のタウリンは毛細血管を強くします。バランスターWZ でゴースト血管を防ごう！

脳の神経の伝達に必要なアンテナは糖
鎖栄養素が必要。
もちろん！この季節は食中毒などの
下痢にも必需品！

ジュンの気まぐれ日記（４１）

風太と学ぼう！！（2）
風太が菊地薬局のお薬や健康食品のことを八重子先生に教えてもらう新コーナー！
2 回目のテーマは「枯草菌」についてです。一緒に勉強しましょう！
①やえこ先生！ボクも菊地薬局のむ
すことしてお薬のことを勉強したい
です！よろしくおねがいします。

③こ・そ・う・きん？？なにそれ！

②素晴らしい心がけです。がんばりましょう！
第２回めは「枯草菌」について勉強しましょう！

ボクはじめてきくよ。
“きん”ってバイ菌と同じ菌のこと？

④そうなの。腸内細菌の仲間の菌のことなの。腸内細菌で有名なのは、乳酸菌
とビフィズス菌だけど、実は枯草菌がすごく大切な役割をしているのよ。

前回はシャンプーを取り上げましたが、今回は「菌活」について書きたいと思います。
昨今”腸内フローラ”は有名になりましたが、皮フにも常在菌が約 1000 種類あるといわれ、
”スキンフローラ“と呼ばれています。女優の綾瀬はるかさんの腸内フローラを調べるという
番組をやったそうですが、彼女の腸内フローラの中身がすばらしいものだったそうです。日頃、ぬか漬けや納豆
などの発酵食品をよく食べているそうです。もちろん、スキンケアはコマーシャルにも出ているあの化粧品を使
っているからでしょうかね！？
かの有名なその化粧品は、ＭＤ化粧品を開設した Dr.石井がつくったということをご存知でしたか？あちらの会
社はピテラ菌を使っていて、ピテラ菌より優れたヴィナ菌をドクターは発見し、ＭＤ化粧品はこのヴィナ菌を採
用して、ＤＲシリーズを開発しました。ヴィナ菌が入ったシリーズを使っていただくことで皮フ常在菌のバラン
スが整って美しい肌になっていきます。
今回ＭＤ化粧品は
「菌活キャンペーン」を 7 月 1 日から行う予定です。ヴィナ菌がたっぷり入った美容液（￥13,000
＋税）をお買い上げくださったお客様にもれなくミニボトル（5,000 円相当）をプレゼント致します。
健康・人生アラカルト
＜自分の体をみつめよう＞

⑤枯れた草の菌だから土の中にいそうな感じがする。
⑥すごいね！風太！その通り！土の中には悪さをする菌もいるのだけれ
ど、その中から安全な菌が見つかって、それを「枯草菌」と言うの。実
は、納豆菌も枯草菌の仲間なのよ。
⑦エー！あのくさい納豆の仲間なのか・・。ボクはきらいだよ！
⑧まぁそんなこと言わないの！ 枯草菌の大きな特徴は小腸に住んでいることなの。枯草菌がい
ると乳酸菌が元気になって乳酸菌が増えるの。乳酸菌は小腸下部から大腸に住んでいるので、乳酸
菌が増えると大腸にいる悪玉菌の勢力が弱くなって、大腸に住んでいるビフィズス菌が元気にな
って増えていくのよ。
⑨そうか！ いい土がないといい植物が育たないのと一緒だね。
ボクはヨーグルトが食べたいな。ヨーグルトにいい菌が入っているからいいよね？

⑪なんだ。じゃあ、ヨーグルト
は食べられないんだ。残念・・。

⑩そうねー。ヨーグルトなどの乳製品はとり過ぎないほうがいいと言われてい
るのよ。ヨーグルトは、デザートで食べるぐらいにしておいた方がいいわね。

⑫風太と文子の性格や顔が違うように、腸の中もそれぞれ違うのね。たとえ
ば、いくら食べても太らない人がいるよね。その人の腸の中には「痩せ菌」
が住んでいて、その反対に「デブ菌」がいる人はすぐ太っちゃうの。
⑬じゃぁボクは「デブ菌」がた
くさん住んでいるんだね。
⑮ボクも食べられる枯草菌の
粉があるね。がんばって食べて
みようかな。
八重子先生いろいろ教えてく
れてありがとう！！

⑭？？？ 風太は食べ過ぎと運動不足だからお腹がタポタポして
るだけだと思うけど (*_*)
枯草菌を増やすためには納豆が一番いいのだけれど、今の納豆は納
豆菌が少ないので、サプリメントで枯草菌を入れることをおすすめ
しているの。枯草菌を摂ることで今まで摂っていた乳酸菌やビフィ
ズス菌が増えて腸内環境が変わっていくから、風太も枯草菌を摂る
ことをおすすめするよ。

あらゆる病気が非常に多いというのが現状です。病名がつかなくてもいろんな辛い症状をかかえている人は沢山います。こ
れほど多いということは、周りの人達と同じようなことをやっていたら自分も体調を崩してしまうことになりそうです。毎
日みんなが見ているテレビでは、食べ物を扱った番組が氾濫しています。コマーシャルでもしかり。有名芸能人が美味しそう
に肉や高カロリー食品の宣伝をやっています。そして町に出るとコンビニが数多くあります。私も時々利用するのですが、さ
まざまな食品が売られています。コンビニの経営者としては、それらを食べたお客が食中毒を起こしたら大変ですから、防腐
剤等をふんだんに使用しています。その他にも食品添加物が沢山使われています。以前週刊誌でこれらに関して何度も取り
上げていました。このような現状なので、一般的に主流となっていることにも注意する必要があるでしょう。

＜自分自身をみつめよう・本当の自分とは何？＞
自分とは何か？深浅さはともかく、これは誰しもが今までに少なからず考えたことがあるでしょう。私はかつて体調を崩し
精神的にも不安定であったため、法玄老師についてヨーガや禅の修行を続けてきました。以前の私は自分は自分であって他
人とは全く別の存在であるというのを当然として考え生活してきました。ところが丁寧にみつめていろいろに実践する中で、
自分と他人とは切り離せない関係にあるんだということに気づかされました。いつも話しているたとえ話ですが、氷がお湯
の中に入ると溶けて全体とひとつになります。氷の塊は普段我々が考えている自分です。ところが静かに坐って自分という
のが溶けて解放されてみると他とひとつものであると実感自覚することになります。今まで思っていた自分なんて塊はあり
ません。本当の自分ということに関してのヒントがこのあたりにありそうですね。
慈覚玄仁

ボク風太ニャニャ～！

（１６）

ボク まいにち (-_-)zzz 気持ちよく おひるね。 おかあさんのおふとんも気持ちいいし タタミも気持ち
いい。 気持ちいいって いいね！ あつい夏 ボク にがてだから いまをエンジョーイするよ！ ネェネェ こ
のまえね おうちに バラのお花があってね 葉っぱがおいしそうだったから パックンして 花びんが落ちちゃ
った。 やっぱり おこられた。 ボクも悪いけど 大好きな葉っぱがあると ゆうわくされちゃうヨ。 でも スリ
スリ甘えて みんなのごきげんをとるのだ。 ソーソー！ 今ね お店の入り口に ツバメがいるよ。 ツバメっ
てすごいね！ ボクが カラスから 守るよ！ =^_^=
クンクン

チョンチョン

ツンツン

ガブッ！！

枯草菌（納豆菌も仲間）が小腸に届き、乳酸菌を増やし、乳酸菌が活性化すると、大腸でビフィ
ズス菌が増えます。乳酸菌を元気にするためには枯草菌が大切です。善玉菌を増やす発酵食品を
摂ってもしっくりしない方は、基本の枯草菌が不足しているかもしれません。
バイタレジーナ１日１カプセルで腸内環境を整えてくれます。
ワンちゃんやネコちゃん専用の枯草菌（T.U.Y.A）もありますヨ！

バイタレジーナ

60 粒（2 ヵ月分）￥9,000＋税
TUYA（犬・猫用）￥3,400＋税

コタロウのつぶやき（２）
ぼくの「ようきゅう」がおかあちゃんに「しょうにん」され、
まいあさ「はっぱ」がごはんのときにでてくるようになりました。
ムシャムシャシャリシャリ！おくちがサッパリします。でもおかあ
ちゃんは「はっぱ」をそだてるのが「にがて」なことがわかりました。こま
りますね。だれかにおしえてもらうといいとおもいます。

ネコ草を食べて吐く
癖がつくことを心配
していたのですが、
吐くこともなく、
逆にお口がキレイになって口臭が少な
くなりました。新鮮な「はっぱ」を食
べてもらえるようにおかあちゃんはが
んばります！

