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お申込は HPをチェック

【大阪】WATEC 認定アロマリメディアルセラピスト養成講座 5/13( 金 ) スタート／全６回
【東京】6/3( 金 ) トリガーポイント療法

実技集中特別講座

【大阪】6/6( 月 ) トリガーポイント療法

実技集中特別講座

編集後記
H
K

からだ塾通信編集部・事務局 井出笙子

からだ塾東京セミナールームには最近、立体的なロゴマークが大
きく壁に現れました。
「カルプ文字」という名前のものです。大

No.007

（2016 年 6 月 1 日発行）

型の印刷や看板などを扱う会社で注文ができます。発泡スチロー

T S U S H I N

ルよりやや硬い素材で２センチ位の厚みの上面がプリントされた

【富山市】6/14( 火 )・15( 水 ) サロンで出来る - 全身パーソナルストレッチ２days

もので、斜めから見ると陰影が出るのでとても雰囲気があります。
このカルプ文字ができてからは、からだ塾の生徒様やスタッフも

【名古屋】6/16( 木 )・17( 金 ) 周産期解剖生理学講座 2Days
【上海】6/26( 日 )~30( 木 ) 上原健志と行く！セラピストのための人体解剖実習
【大阪】6/27( 月 ) 腕と肘だけを使う -６つのオイル手技

KARADAJUKU

この立体ロゴマークの前で写真を撮ることが多くなりました。
皆様も東京セミナールームにお越しの際はぜひ写真を撮ってから
お帰りください！ ジョニー君が微笑みながら待ってまーす！

【大阪】7/4( 月 ) 筋肉集中講座
【大阪】7/5( 火 ) 肩こり集中講座

からだのことをもっと知りたい！
からだ塾のことももっと知りたい！！ 人のためのマガジン

【東京】7/7( 木 ) 肩こり集中講座
【東京】7/11( 月 )・12( 火 ) 周産期解剖生理学講座 2Days
【大阪】8/8/( 月 ) 身体を診る機能解剖学（１）基礎・カウンセリング編

↑今年の年賀状にも
このカルプ文字の前
で撮った写真を使い
ました！若めのポーズ
で集合写真（笑）
。

【大阪】8/8/( 月 ) 身体を診る機能解剖学（２）骨盤〜上肢編
【大阪】8/9( 火 ) 身体を診る機能解剖学（３）骨盤〜下肢編
【大阪】8/9( 火 ) 身体を診る機能解剖学（４）骨盤〜体幹編
【名古屋】8/29( 月 )・30( 火 ) サロンで出来る - 全身パーソナルストレッチ２days

http://www.u-bal.com/regist
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2016 年も突っ走ってきてはや半年。あっという間ですね。そして講座毎に新しく参加されるセラピストさんが増えて
いきます。出会いに感謝です。これからも面白い講座をどんどん提案していきますよ！皆さんご期待ください！

トリガーポイント療法講座⇨
（鹿児島・福岡・大阪）

⇧
テーブルタイマッサージ講座
（大阪・富山・福岡）
肩こり集中講座・腰痛集中講座⇨
五十肩集中講座・筋肉集中講座
（大阪）

⇦周産期解剖生理学講座
（福岡・山形）

New Open “Lymph-no-Megami”
“Lymph-no-Megami”
特集「リンパの女神」グランドオープン！
！

・講師のコラム、インタビュー、情報コーナー ほか
・セラピストに会いたい（ 13. aroma@ 気楽園 14 . まごころ日和マッサージ )
発行／u-balからだ塾 ：東京都墨田区江東橋2丁目2-3 錦糸町丸山ビル2階（不定期発行）

お申込み・お問合せは「u-balからだ塾 事務局」まで http://www.u-bal.com Mail: info@u-bal.com Tel: 03-6659-6568 Fax: 03-6659-6569
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『定年間近に尿漏れが激しくなってきて・・泌尿

u-balからだ塾代表：

器科の薬もだんだん効果が出なくなり・・どう

上原健志

したら良いか、路頭に迷っている気分です。実
母の介護中、抱えて力む時に漏れてしまいます。

（うえはらたけし）

ズボンが濡れていくのが悲しい・・このままだ

uehara balance 『セラピストのための
communication
u-bal からだ塾・上原のコラム

①
「カウンセリング」力養成シリーズ』

とオムツかな・・それだけは本当に嫌なんです』
私は体幹でも骨盤底筋やお尻周り、下腹部と
大腿部の筋肉を鍛えるメニューを作り、さらに
家で出来る体操や注意点を紙にまとめ、渡し
ました。

『喉が痛くて、飲み込みに困っている。もう 3

皆様、こんにちは。

日間も硬いものをほとんど食べていない』
今回から、
『セラピストのための「カウンセリ 『頭が痛くて、朝が起きられない。通勤中も、痛
ング」力養成シリーズ』を皆様にお届けしよう くて立っていられず、電車を降りるときもある』
と思います。

ic

s
セラピスト学 ベーシック
Ba

それが女性の生き方なんです。
よくおばあちゃんの知恵袋なんて言いますね。

すべて
『体のお話』
なのに対し、
例②は
「どう困っ

目指す人はあまりいないと思います。むしろ、『人

リング』
、私達にとって病名を判断するための

ているか」が伝わってきますよね。

の役に立ちたい』『苦しみから救いたい』と言う人
助けの目的でなる人が多いのではないでしょうか。

よく考えてみるとわかりますよね〜

何故だかわかりますか？
お薬を買うのは、その家の主婦が一番多いの
となんてたって、女性はクチコミの達人です

いて、どのような不便があるか、と言うところ

け苦しんでいるかの方を聞くことが自然です

ものを、
みんなに知らせたいって思うのが女性、

なのです。

し、その方が良い施術に結びついたりします。

性のお客様がいらっしゃいました。それだけで
あれば単にトレーニングすれば良いのですが、

例②
『どんなことでお困りですか？』

『からだのことではなく、
クライアントの人生を聞こう』

深くカウンセリングすると話はこう続きました。

もし貴女が受け取っているばかりだなぁ

になってる ... その美しさに思わず写真を撮る代表上原。これで 2 人前

もう頭の中がいっぱいになっちゃって・・・

だそうです。苦笑。鍋の具でカンパーイ！

Lomi Lomio TSUSHIN

講師：関野実麻（せきのみお）

『先人の知恵』

マジックハンズ・セラピスト：小磯郁子（こいそいくこ）

『ドレーピング（タオルワーク）
』

って思っているなら、アウトプットの時期です。

がなんともいえません。まさに大人が粋に嗜むお店です。
店内には長く使い込まれていながら清潔感のあるカウンター、一人でしっ
ぽり飲むおじ様、控えめな板さん。『大人になったらしたいこと』がた

金子 洋子

Yoko Kaneko

自分だけの良い情報にしたいのが男性です。

リンパドレナージュセラピスト

こうして女性は、多くのものを無料でゲット

☆u-bal からだ塾講師☆マジックハンズ・セラピスト
アカデミー講師 ☆タイド・リンパカレッジ代表
☆日本リンパドレナージュ環境協会 インストラク
ター認定資格☆英国国際ライセンス「ITEC」リン
パドレナージュ、解剖生理学

してしまうのです。
でもね、受け取ってるばかりではダメですよ。
自分が受け取ったものは、次の世代へ繋ぐ事。

G T K !!

くさん詰まったお店でした。

グレート
ティーチャー
からだ塾 !!

周産期解剖生理学講座：

樋口玲子 （ひぐちれいこ）先生の場合
周産期＆マジハン福岡校担当の樋口です！以前、勤務し

スパへの迎え入れを手探りした経験が、この周産期

ロマやリンパなど代替療法としてのセラピーの可能性に

講座の原点となっています。

気づかせてくれた、いろんな国のお客さまのおかげでよ

ところで、フレッシュなものが手に入ると講座中にお

うやく自分の方向性が定まった

配りしているデーツ ( なつめやし )。プルーンというよ

ような気がしています。

り干し柿かな。中東では断食明けや妊婦さんにはか

これからも、大 好きなからだ

かせないバランス栄養源なんですよ〜。

塾 を 通して皆さんとともに学

家族の転勤で思いがけず通算６年も過ごした不思議の

び、自分らしいマッサージを探

国 Dubai では、次男を出産。産後すぐ、一念発起でマッ

すロングジャーニーを続けてい

ていたスパスクールで上原先生、関野先生と

サージスクールに飛び込

今回の特集にあります新店舗オープンに

沖縄生活で避けて通れない気候に

ご一緒したことがからだ塾とのご縁の始まり♡

んだのですが、ヘタな英

あたり、メニュー開発から多岐に渡り携

「台風」があります。沖縄は「台風

幼い頃から、人の背中を見ると触りたくな

語で解剖生理学している

銀座」と呼ばれるほど、台風が多い

る性分でしたが、職業セラピストとしてデ

自分の図は、まさに冗談？

ビューした の は、OL 生 活、出 産、育 休、

でしたね ( 笑 )。これまた

保育園バトル＆復職を経てからで、実はとっ

ヘタな家事や育児にも疲

ても遅咲きなんです。当時、世界的なデイ

労困憊、自分探しに焦っ

スパブームで癒し文化はすっかり定着してい

てばかりのつらい思い出

ちなみに気圧が変化しやすい状態が続くと、心身に様々な影響が出や

たものの、こと妊婦さんとなると…。そこで、

も。それでも無心でマッ

すくなります。
「雨や台風前になると、むくみ・頭痛や肩こり・身体が

妊婦さんこそ癒されるべき世の宝だっ !! と、

サージができたこと、ア

わっているのですが、今回こだわったとこ

地域です。その割に沖縄の台風被害

ろの一つが『タオルドレーピング』です。

をあまり聞かないのは、先人の知恵

なぜかというと、ドレーピングが丁寧だ

で「台風が来る前の事前対策をばっちりしている」からです。

と安心感があり、技術のクオリティが上
がり細部にわたり気配りがされていると
いうことは、ホスピタリティに繋がり素晴らしいと常々感じているからです。

続いてメインのお寿司。江

そして、何よりアウトプットすることが、自分

「からだ塾」の個性的な講師紹介！

琉球から吹く風だより

ちゃんこは季

節限定、10 月〜３月の寒い時だけです。鍋の具がてんこ盛りでタワー

になりますからね。

女性と男性の大きな違いは、良いと思った

『体がだるくて、今朝計ったら 39 度ありました』

先日スタッフみんなでちゃんこ鍋を食べに行きました！

自身の一番の勉強

からね〜

という事は、からだの状況ではなく、どれだ

まとめ

ということで店内には力士の番付表や手形の額が飾ってあったり。

戸前の「赤シャリ」で、程よく締まったマグロの赤身などのネタの感じ

当に聞くべきなのは、それでどのように困って

先日、
「体幹の筋肉をつけたい」と言う 60 代女

雰囲気の良いお店です。伊勢ヶ濱部屋も近くにありますし、両国も隣駅

女性のシステムです。

例えば、風邪を例に考えてみましょう。

『喉が痛いです・・』

た老舗の『紅梅』。敷居が高いような、それでいて馴染みやすいような

継がれたことに、時代に合った自分の知恵を
これって、時代が変わっても、変わらない

ドラッグストアでも、新しい薬のサンプル

そうなんです。症状はもちろんなのですが、本

『先生、頭が痛くて』

女性は、代々、日常の些細な事さえ、受け
プラスして、次の世代へ伝えます。

化粧品を買えば、サンプルを貰います。

な情報を聞いていますか？

例①
『どんな症状ですか？』

【第 7 回】紅梅（寿司・ちゃんこ鍋）

錦糸町の人情溢れる下町の雰囲気が残っています。地元に愛されてき

て知ってましたか？

女性に渡すんですよ。

施術時当たり前のように行っている『カウンセ

東京セミナールーム周辺の
美味しいものや楽しい所を紹介します

女性って男性に比べて「もらう」機会が多いっ

が出来ることもあるのです。
「からだのプロになりたい！」と思ってセラピストを

第7回

受け取るばかりでは

くれますよね。これって、圧倒的に男性より

少し極端な例ですが、例①は頭・喉・熱・・

錦 糸 町

「更年期セラピー講座」の金子洋子先生による

このように背景を聞くことで、より適切な対応

今回のテーマは、
『何を聞くべきか？？』
。

貴重な情報源になるものですが、皆様はどん

NOW

be a
therapist!

きたいと思っています。

【樋口先生のプロフィール】
デイスパセラピスト、国際ライセ
ンスのスクールインストラクター
を経て、2013 年より拠点を故郷
福岡に移してボディ＆フェイシャ
ルワークとイベント企画等を行っ
ている。好きな施術は MLD と
筋膜リリースを融合した超ゆった
りボ ディや 温 冷 の 石 を 使 う
LaStoneTherapy。

重だるい」などの症状が出るという話を聞いたことはありませんか？
◆
1

事務局モリモリの

その

アウトランナー

7

1

・

3

塁︒レフト

線際へフラフラと打ちあがった打球を

追ってショート定位置から一直線で背走

塁ランナー

3

しギリギリでキャッチ︒隙を狙ってタッ

チアップしようとしている

を刺そうと︑すぐに反転してバックホー

ムしようとしたその刹那︑右足首を内反

5

し︑甲のあたりからバリバリバリと音が

鳴り思わず崩れ落ちた︒ 月初めの初夏

の日差しに包まれた日曜日︑人生初骨折

の瞬間でした︒

◆当初﹁また捻挫だろう﹂とタカをくくっ

7

ていましたが︑
﹁念の為写真を撮った方

が良い﹂との上原の進言で翌朝整形外科

へ︒結 果︑
﹃右 第 五 中 足 骨 基 部 骨 折︑右

↓

足関節捻挫﹄の診断︒オペか保存かで迷

ココ

い︑上原からもたくさんのアドバイスを

貰 い ま し た が︑

悩んだ末に保存

を 選 択︒以 降︑

シーネ固定＋松

葉杖での生活が

21

始まりました︒

2

◆骨折から 日目︑だいぶ状態が良いと

をお待ちしております。

の事で︑固定を外しサポーターに切り替

プロフィール：
10年程沖縄でセラピストとして働いていた
経験から、沖縄のカルチャーや興味深い
情報をお届けしていきます。

『リンパの女神』ドレーピング含めご満足いただけるよう、皆さまのご来店

え︒
﹁少 し 動 か す の で︑力 抜 い て﹂と 医

なく行っているドレーピング、皆さんも一度振り返ってみてはいかがでしょうか？

師に足首を動かされても全く動かず︒講

早めに心がけるのはいかがでしょうか♪

座で上原が言っている事なので固定後動

すが、大きさや使用枚数など、試行錯誤しながら研修しております。普段何気

週間で本当に自分の足ではない

トレッチ」
「入浴」
「マッサージ」など、セラピストならではの対策を

3

きが悪くなるのはわかっていましたが︑

使用する物がタオルやシーツと様々です。リンパの女神ではタオルを使用しま

わずか

みなさんも沖縄の先人に習って台風や雨の日には前もって「筋トレ」
「ス

みたいに︑固まって動かなくなりました︒

血管から血漿という水分が漏れ出てむくみやすくなるのです。

に配慮が必要となってきます。

人生初骨折で︑また一つからだの不思議

男性セラピスト（オイル施術）の場合は、女性のお客様を施術する際は特

を感じた瞬間でした︒

ます。台風や雨で気圧が下がると体の外側から圧迫する力が減少し、

◆現在︑ゴムチューブ等を使って︑コツ

長時間立ち仕事などをしてむくむ場合とは発生メカニズムが少し違い

客様のプライバシー配慮や保温効果などがあります。日本ではまだ少ない

コツとリハビリ中です︒もう間もなく︑

原因として「血流・リンパの流れが悪くなる」ということがありますが、

では露出は避けられないのですが、極力施術する箇所以外はカバーしてお

また元気に走り回る予定です！

そもそもドレーピングとはどのよう目的があるかといいますと、オイル施術

事務局：
石森啓之

【骨が折れる！】

14

た感染症にかかったら、今度は義眼にしなくては

セラピストに

ならなくなるので、それよりも訓練とかをした方

会いたい

まにアカンかった。その後視覚障害者のリハビリ

13

セラピストに

が良いんじゃない」と言われて。鬱になってほん
の施設に入寮し 2 年弱くらい生活訓練を受けて。

頑張っている
からだ塾生の紹介

私はどうしても何か仕事がしたいと思い 3 年間

会いたい
頑張っている
からだ塾生の紹介

マッサージと針灸の勉強をして。2006 年に卒業

去年は帯同した選抜・インターハイ・国体で総合

aroma@ 気楽園

優勝しました。大会期間中は試合が終わって宿舎

ー福岡県久留米市ー
オーナーセラピスト／トレーナー

江上沙織（エガミサオリ）さん

野元和明さん、小橋真由美さん

ノモトカズアキ

コハシマユミ

大阪市城東区で『まごころ日和マッサージ』を営む受講生の野元さんと小橋さん。目が不自
由なお二人ですが、とにかく明るく気さくにインタビューに応じて下さいました！（取材：石森）
出たり平和活動したり。その 1 年で色んな方に

けから教えていただけますか？

出会って、背中を後押ししてくれる方も居て、結

野元：僕は生まれつき目が悪くて、光と色がほ

果的に 2009 年 5 月に今の店を始め、現在に至っ

んの少しわかる程度で。目が悪い人っていうのは

てます。あの 1 年間がなかったら今のお店はやっ

ある程度職業が決まって来るのでね、よっぽど

ていなかったと思います。

賢い人は弁護士とか学校の先生とか、あと今は

施術をしています。
私の中では、精神的な部分も含め身体の芯から

と思っていた時にネット検索で「からだ塾」を見

こんなことも知らんでようやってたな〜」と。だ
いしたんです。

疲れている方にはリメディアルを提案しゆっくりの

『リメディアルセラピー』や『スポーツアロマ』を使い自宅サロンや出張で施術を行う一
方で、全国レベルの高校の自転車部にトレーナーとして携わっている江上さん。久留米
の若きセラピストさんの今後の活躍にも大注目です。（取材：石森）。
まずは江上さんがセラピストになったきっかけか

休職期間に、
「からだ塾」が福岡でリメディアル講

ら教えて下さい。

座を開催すると聞いて受講したんです。痛みを和ら

セラピストを始める前はホテルで働いてたんです

げるような「癒し」を少し超えた施術をしたくて。

リズムで施術します。肉体的な疲労、筋肉疲が
ハンパなくてシャキッとしたいという方の場合に
はスポーツアロマの施術をしています。アロマの
濃度を高めた施術はやはり効果があるし、アロ
マオイルの力は凄いと思いますね。

が、ホテルの仕事の中でもレストランの仕事が特

↓綺麗に掃除された
室内。ポストカード
サイズの暖か味のあ
るイラストが各所に
飾られています。

だけど、まあだいたいはマッサージか針灸なんで

いて、普通に車の運転とかもしていたんですが、

すよね。子供の頃は警察官になりたいとか言って

22 歳の時に薬の副作用で死にかけて。薬局でも

たこともあるけど、大人は「いや、お前はあんま・

売っている風邪薬とか鎮痛・炎症系の薬に入っ

針や」言うてね。学齢で自然と専門学校に行っ

ている要素の副作用で 100 万人に 1.6 人がなる

てマッサージと針灸を取ったという感じです。

というものなんですが。

専門学校を出て最初の 10 年くらいはこの仕事が

風邪で 40℃の熱があるときになかなか治らない

嫌いで嫌いでね（笑）子供のころから「それし

ので薬を飲んだんだけど全く治らなくて、病院に

石森：お仕事でもプライベートでも今後の目標や

かない」っていうのもあったし、なんかもう地味

行っても治らず徐々に意識がなくなり、それから

やりたいことはありますか？

でしんどくて嫌な仕事やな、って。初めに勤めた

1 か月半くらい意識がなくて。

野元：健康のためにも以前やってたブラインドテ

整骨院の先生がとんでもないオヤジでね、一カ

病名も分からなくて転院したりして、大きな病院

ニスにぼちぼちまた行きたいです。あと、
実は今、

月でやめて。

で調べて初めて『スティーブンジョンソン症候群』

二人でボイストレーニングに通っているので、歌

28 歳の時にとある整形外科のリハビリ室で働い

という事がわかって。風邪薬に身体の何かが反応

とかやりたいです。いつかどこかで歌を発表する

ている時に知り合った健常者の同僚が、
「マッ

してしまって、何もしていないのに大やけどを負っ

ことができたら！

サージっていうのは工夫次第でこんな風に緩め

た状態になっちゃうんです。全身ケロイド状にな

仕事については、これまで通りほどよく肩の力を

る事ができるんだよ」と体を触る事の面白さを

り、粘膜と言う粘膜がやられ、爪がはがれ、その

抜きながらやっていきたいです。たまに美味しい

ちょっとずつ教えてくれて。その同僚の先生が門

後遺症で目も見えなくなっちゃって。治ることを信

ものを食べて、たまに温泉とか行って。今後もあ

戸を開いてくれた感じです。それまで診ていた患

じてたけど、10 年くらいは家に引きこもりでした。

まり大きな事を考えずに、やるからには細く長く、

↑目が不自由だからこそ、
指先に神経を集中させて
クライアントの様子や体調
を診ることができるそう。

健康にやって行きたいと思ってます。流れに逆ら

僕は経営者に意見を言うのですぐぶつかって、ク

野元：よくぞ戻ってきたという感じですよね。今

わずに地道に積み重ねて、
「気付いたら 10 年経っ

ビになったり辞めたりを繰り返して、実は今のこ

彼女は色々なとこから講演会などで呼ばれて皆

てたね〜」みたいな感じにしたいです。トシいっ

の僕のお店が勤務先

さんに話したりもしているので、遠慮しないで

たおじいちゃんみたいなこと言ってますけど（笑）
。

としては 16 軒目なん

色々聞いて下さい。

にハードでギックリ腰をやりかけてしまって。そ

2014 年 3 月に晴れてリメディアルセラピストにな

れで初めてアロママッサージを受たんです。終

られた後は？

わった時には身体も楽になったけど、心もスキッ

整骨院に勤めたんです。整骨院業務をやりなが

とシャキッとして。ストレスから解放された感じ

ら、一人セラピストとして予約が入ったらオイルト

がして。それがセラピストになりたいと思ったきっ

リートメントをしていました。
「リメディアル」はメ

かけです。

ニュー化はしていなかったんだけど、実際は現場

そこで、勤めていたホテルのスパ部門勤務を希望

でたくさんしてましたね（笑）リメディアルの反応

して。
「アロマって何？」っていう状態からのスター

はとても良かったです。

右：照明を上手に使い
ムーディーな雰囲気に。
左：高校生選手である
クライアントには常に
一生懸命、心を込めて
施術しています。

トです。2 か月で 100 人施術するまで現場に出さ

そして、整骨院に入って半年後、2014 年の秋ごろ

ないと言われたので、ホテルのスタッフの休憩時

から、私立の強豪校、祐誠高校の自転車部をみ

今後の目標や、やりたいことを教えて下さい。

間などにお願いしまくって、とにかく練習しまし

るようになりました。まずは整骨院の先生がメディ

基本に立ち返ると、
「心も体も軽くなった」と言っ

た。デビューはしたものの色々と事情があって部

カルチェックをするんです。私は週に一回練習の

てルンルンでお帰りいただくのが一番うれしいの

署の異動を言われて。せっかくやり始めたこの仕

場に行き、選手が交代で施術を受けにきて、身

で、それを目標に施術をしたいです。登山翌日

事を続けたくて、ホテルを辞めたんです。そして、

体の状態を毎回記録して。痛みがあるところはオ

に筋肉痛で立ち上がる事も出来ないという方に

一から勉強しようと思った時に「からだ塾」を見

イルを使って施術したり、ストレッチをしたり。

施術したら、直後にシャッキっと立ち上がる事が
できて。そういう結果が見えるような施術でお

つけて、2012 年 6 月に『筋肉集中講座』と『肩
こり集中講座』を受講しに東京に行きました。

現役バリバリの、しかも筋肉も若いバリバリのア

客様を喜ばせたいです。

その他にもスウェディッシュの資格を取りに勉強

スリートへの施術はどうですか？

自分自身も長く活躍できるセラピストになりたい

しに行ったりして。でも当時から「スウェディッ

自転車競技なので、練習のあとでふくらはぎのト

です。からだ塾で受講した『周産期講座』や『更

シュだけでは物足りないな・・・」という思いが

リガーポイントを触わると疲れが抜けて。
「今身

年期セラピー』で学んだ事も使って、女性の悩

ありましたね。

体はこういう状態だよ」とか、
「右と左のバラン

みに寄り添って行きたいです。

その後、博多のお店で働き、バリニーズとアーユル

スが悪いので、こっちを鍛えたら」とかアドバイ

そして、
今一番の目標は、
2020 年の東京オリンピッ

ヴェーダを習って。でもそこも事情があって 1 年く

スして。そしたらだんだんと聞いてくる内容が専

クに帯同して、自分がケアした子達が世界で戦う

門的になって来て。

姿を見たいし、そのお手伝いをしたいです！！

らいでクローズとなっちゃって。それでまた訪れた

去年はキャプテンの今村君とい

です。
2008 年の初めに「こ

石森：10 年引きこもったあ

のままではいけない」

と、そこからの復帰は？

と、思い切って 1 年

小橋：手術して、一旦は 0.8

間仕事を辞めて自分

くらいまで視力が戻ったん

探しの旅に出たんで

ですよ。でもその術後に感

す。大阪を拠 点に全

染症にかかり、手術してか

国をウロウロして、人

らさらに見えなくなって。医

グリーンを基調とした

も使うし、とにかく臨機応変にオーダーメードな

固定観念にとらわれず、新しい空気を入れたい

小橋：私は普通に高校を出たあと銀行で働いて

間 形成のセミナーに 元気が出る施術室。

現場ではリメディアルも使うし、スポーツアロマ

と悶々とする部分ってあると思うんです。自分の

精神科のお医者さんになられた方もお一人居る

者さん、ごめんなさいって思いますね（笑）

活躍が楽しみです。

野 元：長年やっていると「これで良いのか？」

から上原先生のマンツーマンレッスンも 2 回お願
石森：まずは、このお仕事を始められたきっか

の強化指定選手になるほどの選手なので今後の

し頂いたきっかけは？

たです。凄く腑に落ちることばかりだったし、
「俺

去年強かった 3 人はこの 4 月から揃って中央大

生にして全国優勝した梶原君という子もジュニア

石森：2014 年にお二人が「からだ塾」にお越

つけて。上原先生との出会いはとても大きかっ

いの遠征ですが、正直死ぬかと思いました（笑）

京までケアしに来て！」とも言ってくれて。1 年

んです。それでお付き合がはじまって。

ー大阪市城東区ー

人でマッサージしてました。だいたい 5 日間くら

学に進学したので、また今後が楽しみです。
「東

して初めて勤めたお店で出会った（野元さんと）

まごころ日和マッサージ

でに戻ったあと、毎日 19:30 〜 23:00 ころまで一

者からは「今後手術してま

6

SALON DATA

う選手が本当に強い子だったん

まごころ日和マッサージ

ですが、施術していても一段上

マゴコロビヨリマッサージ

【住 所】大阪市城東区東中浜3-1-23
【連絡先】06-6969-2332
info@magokorobiyori/com
【URL】
http://www.magokorobiyori.com/
【営業時間】
火〜土 10:00〜20:00、
日祝10:00〜18:00 定休月曜

の質問をしてきて。
「ドーピン
グ 検 査 で オイル は 大 丈 夫 な
の？」とか、世界を見据えたよ
うな事を聞いてきましたね。あ
とは高校生なので、施術しな
がら普通の悩みを聞いたり話
祐誠高校自転車部に出向き、自転車と共に選手もメンテ。

し相手になったりとかも（笑）

3

SALON DATA

aroma @ 気楽園
アロマアットキラクエン

【住 所】福岡県久留米市田主丸町
豊城1410-5
【連絡先】saop.̲.0519@docomo.ne.jp
【営業時間】 月曜日〜土曜日
9:00〜18:00(最終受付）
定休日：日曜日、その他不定休
【URL】 http://kirakuen-saop.jimdo.com/
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“Lymph-no-Megami”
Lymph-no-Megami”

「

新しく誕生しました。名前は『リンパの女神』です。
皆様の日頃のからだの不調を解消し「循環」を

」へようこそ。

促すことで美と健康を保つお手伝いをします。

へようこそ。

あなたのリンパの流れ、滞っていませんか？

メニューのご紹介！

１

オシ！

全身リンパリラックス

75 分

\ 7,840

105 分

\ 10,240

ご来店
お待ちして
います♡

「リンパの女神」
オープンの日を密着取材！

全身のリンパの流れを整える、比較的ソフトな施術です。
身体を温めながら心地よいクッションで全身をオイルでト
リートメントしていきます。疲労やストレスが溜まってい
る時など、全身の体質改善が必要な時に向いています。

NEpW
en

O n
Salo

リンパお顔ほぐし

上 野 マルイに 1 号店が
グランド オープン！

先生！
代表の上原
い
さ
だ
く
て
教え
女神』を
ン『リンパの
ロ
サ
の
こ
なぜ
ですか？
になったの
と
こ
る
め
始

どんどん減っています。その蓄積していくストレスに、いち早
くアプローチする方法として『リンパリラックス ®』と言う手
技を開発いたしました。日ごろの解剖生理学の研究と、女子
融合させた、まさに現代人にとって最適な「癒し」のご提案
として「リンパの女神」が誕生いたしました。

をしておりますが、この度リンパ施術のお店をオープンする

リンパの女神たちが、日ごろ頑張っている多くの皆様の支え

ことになりました。なぜ私がこのサロンを立ち上げたのか。

になれますように。

それは、スマートフォンをはじめ便利な世の中が加速しつつ

筋肉トリガーリンパ

75 分

\ 8,100

105 分

③

90 分

\ 10,920

脚のリンパに特化、集中したコースです。リンパの流れが
良くなるような姿勢を作り、バンデージを駆使しながら心
臓への還流を促すような手技を施します。

店長：関野

がオススメです！

実麻 M i o

Sekino

リンパの女神独自の手法、『リンパリラックス ®』が
誕生しました。『リンパの施術は痛い』というこれ

⑤終了！お疲れ様でした。

ご来店したお客様は 100 人以上とな
り大成功で初日が終了。皆でお店の
前で記念撮影でもしようよ！ね！

⑤

!

トを持ちます。リンパの管、液、節などをまとめて
リンパ系といい、リンパ管は体の中、内臓や皮膚を

腰や肩の疲れ、肌などの美容面はもちろん、リラッ

はじめ網の目のように分布しています。

クス効果もあり、こ れ に よ り 自 律 神 経 や 日 ご ろ の
ストレス緩和にも期待が出来ます。

④

お客様にはオリジナルで販売してい
るハーブティー「女神の滴（しずく）」
を飲んで頂きました。循環がよくなり
デトックス効果抜群です。
マジハンの卒業生も応援に駆けつけ
てくれて大助かり〜。ほっ。

リンパ系は静脈系と同じく全身から心臓に戻るルー

かと言ってソフト過ぎるわけでもない、新しい施術
法です。

オープン当日だけはお客様 全員
に無料で 15 分の体験をしていた
だくという内容だったので多くの
人にお越しくださいました。お待
ち頂く方々で店内は大忙し。

ります！
これから頑張

そもそもリンパって？

までのイメージからは想像できないほど心地よく、

③店内で行われていたキャン
ペーンは 15 分 0 円体験！

④ハーブティーも大好評

からだ 塾で は オイル 講 座 の 講 師、
マジックハンズ・セラピストアカデミー
では各種コースを担当する主任講師
です。生まれながらの天 職にふさ
わしい手を持つ「ゴットハンド」又は
「タッチングの女 神」と呼ばれてい
ます。詳しくは８月号の雑誌セラピ
ストをご覧下さい！

スタッフ紹介

②

\ 10,920

上原 健志

ックス ®
ラ
パリ
ン
リ

①
11:00 オープーン！！代表上原が自ら
丸井の正面入り口に立ち、呼び込
みとお知らせを大声で... 周辺の人々
が振り返ってかなり目立ってました。
女神さまも一緒にイベント参加。

トリガーポイントにアプローチし、筋肉から老廃物を追
い出す目的の施術です。比較的局所的な凝りに対応する
ので、凝りのひどい方に受けてもらいたい施術です。

ヒューヒュー
だよ！

丸井の他テナントさんが誰
もいない時間から集合して
スタッフ全員で直前の打ち
合わせと気合入れ。そんな
側からお祝いのお花がどん
どん届きます。

②オープニングイベント！！

女神流 レッグデトックス

株式会社マジックハンズ 代表

ある中で、現代人にとってストレスを緩和する場所が最近は

!

\ 8,800

サッカーに携わるメディカルトレーナーとしての経験と知識を

日ごろは解剖生理学を軸にセラピストを育成・教育する活動

痛くない新しい施術、
「リンパリラックス ®」誕生

75 分

顔や頭にあるツボを軽く刺激しながら、リンパの流れを整
えていきます。特に目周りや顎・コメカミにアプローチし
ますので、表情をスッキリさせたいかたにピッタリ。いわ
ゆるフェイシャル施術との違いもぜひご体感ください。

皆さまこんにちは。
『リンパの女神』代表の上原です。

独自に開発した手技

①オープン前の準備

・体が不要としているものを浄化
させ運び出す

!

リンパのマッサージってそんなに大事なの？
大事です。なぜなら、『体内循環』を良くすることにつな

・体を細菌などの毒素から守る
などの働きがあります。
このリンパが滞ると、体内に細菌や

むくみ

小磯 郁子

Ikuko Koiso

Googleで検索！

老廃物などの毒素まで溜まってしまい、

WEB から

あらゆる身体に良いとされていることをやるにしても、

様々な体調不良や肌トラブルを引き

体内循環が滞っているとその効果は半減するかもしれま

起こす原因になると言われています。

お電話で

せん。逆に言えば、体内循環を上げてから行う事で、い

そうならない為にもリンパの流れを
良くすることが大事なのです。

4

Naoka Sato

竹下 未来

メールで

冷え症

Miki Takeshita

リンパの女神

こんなお悩みのある方へ ...

ご予約・お問合せはこちらから！

がるからです。運動・マッサージ・エステ・食事療法…

つも以上の結果が期待できます。

佐藤 直佳

http://lymph-megami.com

肩こり

時
03-3834-7301［営業時間］11~21
※丸井の営業時間に準じて変更有

肌トラブル

venus@lymph-megami.com

［住所］ 東京都台東区上野 6-15-1 上野マルイ 3F
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特集

New Open

からだ塾の代表上原が運営するサロンが

特 集

“Lymph-no-Megami”

「

新しく誕生しました。名前は『リンパの女神』です。
皆様の日頃のからだの不調を解消し「循環」を

」へようこそ。

促すことで美と健康を保つお手伝いをします。

へようこそ。

あなたのリンパの流れ、滞っていませんか？

メニューのご紹介！

１

オシ！

全身リンパリラックス

75 分

\ 7,840

105 分

\ 10,240

ご来店
お待ちして
います♡

「リンパの女神」
オープンの日を密着取材！

全身のリンパの流れを整える、比較的ソフトな施術です。
身体を温めながら心地よいクッションで全身をオイルでト
リートメントしていきます。疲労やストレスが溜まってい
る時など、全身の体質改善が必要な時に向いています。

NEpW
en

O n
Salo

リンパお顔ほぐし

上 野 マルイに 1 号店が
グランド オープン！

先生！
代表の上原
い
さ
だ
く
て
教え
女神』を
ン『リンパの
ロ
サ
の
こ
なぜ
ですか？
になったの
と
こ
る
め
始

どんどん減っています。その蓄積していくストレスに、いち早
くアプローチする方法として『リンパリラックス ®』と言う手

\ 8,800

技を開発いたしました。日ごろの解剖生理学の研究と、女子

筋肉トリガーリンパ

75 分

\ 8,100

融合させた、まさに現代人にとって最適な「癒し」のご提案
として「リンパの女神」が誕生いたしました。

をしておりますが、この度リンパ施術のお店をオープンする

リンパの女神たちが、日ごろ頑張っている多くの皆様の支え

ことになりました。なぜ私がこのサロンを立ち上げたのか。

になれますように。

それは、スマートフォンをはじめ便利な世の中が加速しつつ

105 分

③

90 分

\ 10,920

脚のリンパに特化、集中したコースです。リンパの流れが
良くなるような姿勢を作り、バンデージを駆使しながら心
臓への還流を促すような手技を施します。

店長：関野

実麻 M i o

Sekino

からだ 塾で は オイル 講 座 の 講 師、
マジックハンズ・セラピストアカデミー
では各種コースを担当する主任講師
です。生まれながらの天 職にふさ
わしい手を持つ「ゴットハンド」又は
「タッチングの女 神」と呼ばれてい
ます。詳しくは８月号の雑誌セラピ
ストをご覧下さい！

スタッフ紹介

がオススメです！

リンパの女神独自の手法、『リンパリラックス ®』が
誕生しました。『リンパの施術は痛い』というこれ

オープン当日だけはお客様 全員
に無料で 15 分の体験をしていた
だくという内容だったので多くの
人にお越しくださいました。お待
ち頂く方々で店内は大忙し。

④

お客様にはオリジナルで販売してい
るハーブティー「女神の滴（しずく）」
を飲んで頂きました。循環がよくなり
デトックス効果抜群です。
マジハンの卒業生も応援に駆けつけ
てくれて大助かり〜。ほっ。

⑤終了！お疲れ様でした。

ご来店したお客様は 100 人以上とな
り大成功で初日が終了。皆でお店の
前で記念撮影でもしようよ！ね！

ります！
これから頑張

そもそもリンパって？

までのイメージからは想像できないほど心地よく、

③店内で行われていたキャン
ペーンは 15 分 0 円体験！

④ハーブティーも大好評

上原 健志

ックス ®
ラ
パリ
ン
リ

②

\ 10,920

トリガーポイントにアプローチし、筋肉から老廃物を追
い出す目的の施術です。比較的局所的な凝りに対応する
ので、凝りのひどい方に受けてもらいたい施術です。

ヒューヒュー
だよ！

①
11:00 オープーン！！代表上原が自ら
丸井の正面入り口に立ち、呼び込
みとお知らせを大声で... 周辺の人々
が振り返ってかなり目立ってました。
女神さまも一緒にイベント参加。

女神流 レッグデトックス

株式会社マジックハンズ 代表

ある中で、現代人にとってストレスを緩和する場所が最近は

丸井の他テナントさんが誰
もいない時間から集合して
スタッフ全員で直前の打ち
合わせと気合入れ。そんな
側からお祝いのお花がどん
どん届きます。

②オープニングイベント！！

サッカーに携わるメディカルトレーナーとしての経験と知識を

日ごろは解剖生理学を軸にセラピストを育成・教育する活動

痛くない新しい施術、
「リンパリラックス ®」誕生

75 分

顔や頭にあるツボを軽く刺激しながら、リンパの流れを整
えていきます。特に目周りや顎・コメカミにアプローチし
ますので、表情をスッキリさせたいかたにピッタリ。いわ
ゆるフェイシャル施術との違いもぜひご体感ください。

皆さまこんにちは。
『リンパの女神』代表の上原です。

独自に開発した手技

①オープン前の準備

⑤

リンパ系は静脈系と同じく全身から心臓に戻るルー

かと言ってソフト過ぎるわけでもない、新しい施術

トを持ちます。リンパの管、液、節などをまとめて

法です。

リンパ系といい、リンパ管は体の中、内臓や皮膚を

腰や肩の疲れ、肌などの美容面はもちろん、リラッ

はじめ網の目のように分布しています。

クス効果もあり、こ れ に よ り 自 律 神 経 や 日 ご ろ の

・体が不要としているものを浄化
させ運び出す

ストレス緩和にも期待が出来ます。

リンパのマッサージってそんなに大事なの？
大事です。なぜなら、『体内循環』を良くすることにつな

・体を細菌などの毒素から守る
などの働きがあります。
このリンパが滞ると、体内に細菌や

むくみ

小磯 郁子

Ikuko Koiso

Googleで検索！

老廃物などの毒素まで溜まってしまい、

WEB から

あらゆる身体に良いとされていることをやるにしても、

様々な体調不良や肌トラブルを引き

体内循環が滞っているとその効果は半減するかもしれま

起こす原因になると言われています。

お電話で

せん。逆に言えば、体内循環を上げてから行う事で、い

そうならない為にもリンパの流れを
良くすることが大事なのです。

4

Naoka Sato

竹下 未来

メールで

冷え症

Miki Takeshita

リンパの女神

こんなお悩みのある方へ ...

ご予約・お問合せはこちらから！

がるからです。運動・マッサージ・エステ・食事療法…

つも以上の結果が期待できます。

佐藤 直佳

http://lymph-megami.com

肩こり

時
03-3834-7301［営業時間］11~21
※丸井の営業時間に準じて変更有

肌トラブル

venus@lymph-megami.com

［住所］ 東京都台東区上野 6-15-1 上野マルイ 3F
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14

た感染症にかかったら、今度は義眼にしなくては

セラピストに

ならなくなるので、それよりも訓練とかをした方

会いたい

まにアカンかった。その後視覚障害者のリハビリ

13

セラピストに

が良いんじゃない」と言われて。鬱になってほん
の施設に入寮し 2 年弱くらい生活訓練を受けて。

頑張っている
からだ塾生の紹介

私はどうしても何か仕事がしたいと思い 3 年間

会いたい
頑張っている
からだ塾生の紹介

マッサージと針灸の勉強をして。2006 年に卒業

去年は帯同した選抜・インターハイ・国体で総合

aroma@ 気楽園

優勝しました。大会期間中は試合が終わって宿舎

ー福岡県久留米市ー
オーナーセラピスト／トレーナー

江上沙織（エガミサオリ）さん

野元和明さん、小橋真由美さん

ノモトカズアキ

コハシマユミ

大阪市城東区で『まごころ日和マッサージ』を営む受講生の野元さんと小橋さん。目が不自
由なお二人ですが、とにかく明るく気さくにインタビューに応じて下さいました！（取材：石森）
出たり平和活動したり。その 1 年で色んな方に

けから教えていただけますか？

出会って、背中を後押ししてくれる方も居て、結

野元：僕は生まれつき目が悪くて、光と色がほ

果的に 2009 年 5 月に今の店を始め、現在に至っ

んの少しわかる程度で。目が悪い人っていうのは

てます。あの 1 年間がなかったら今のお店はやっ

ある程度職業が決まって来るのでね、よっぽど

ていなかったと思います。

賢い人は弁護士とか学校の先生とか、あと今は

施術をしています。
私の中では、精神的な部分も含め身体の芯から

と思っていた時にネット検索で「からだ塾」を見

こんなことも知らんでようやってたな〜」と。だ
いしたんです。

疲れている方にはリメディアルを提案しゆっくりの

『リメディアルセラピー』や『スポーツアロマ』を使い自宅サロンや出張で施術を行う一
方で、全国レベルの高校の自転車部にトレーナーとして携わっている江上さん。久留米
の若きセラピストさんの今後の活躍にも大注目です。（取材：石森）。
まずは江上さんがセラピストになったきっかけか

休職期間に、
「からだ塾」が福岡でリメディアル講

ら教えて下さい。

座を開催すると聞いて受講したんです。痛みを和ら

セラピストを始める前はホテルで働いてたんです

げるような「癒し」を少し超えた施術をしたくて。

リズムで施術します。肉体的な疲労、筋肉疲が
ハンパなくてシャキッとしたいという方の場合に
はスポーツアロマの施術をしています。アロマの
濃度を高めた施術はやはり効果があるし、アロ
マオイルの力は凄いと思いますね。

が、ホテルの仕事の中でもレストランの仕事が特

↓綺麗に掃除された
室内。ポストカード
サイズの暖か味のあ
るイラストが各所に
飾られています。

だけど、まあだいたいはマッサージか針灸なんで

いて、普通に車の運転とかもしていたんですが、

すよね。子供の頃は警察官になりたいとか言って

22 歳の時に薬の副作用で死にかけて。薬局でも

たこともあるけど、大人は「いや、お前はあんま・

売っている風邪薬とか鎮痛・炎症系の薬に入っ

針や」言うてね。学齢で自然と専門学校に行っ

ている要素の副作用で 100 万人に 1.6 人がなる

てマッサージと針灸を取ったという感じです。

というものなんですが。

専門学校を出て最初の 10 年くらいはこの仕事が

風邪で 40℃の熱があるときになかなか治らない

嫌いで嫌いでね（笑）子供のころから「それし

ので薬を飲んだんだけど全く治らなくて、病院に

石森：お仕事でもプライベートでも今後の目標や

かない」っていうのもあったし、なんかもう地味

行っても治らず徐々に意識がなくなり、それから

やりたいことはありますか？

でしんどくて嫌な仕事やな、って。初めに勤めた

1 か月半くらい意識がなくて。

野元：健康のためにも以前やってたブラインドテ

整骨院の先生がとんでもないオヤジでね、一カ

病名も分からなくて転院したりして、大きな病院

ニスにぼちぼちまた行きたいです。あと、
実は今、

月でやめて。

で調べて初めて『スティーブンジョンソン症候群』

二人でボイストレーニングに通っているので、歌

28 歳の時にとある整形外科のリハビリ室で働い

という事がわかって。風邪薬に身体の何かが反応

とかやりたいです。いつかどこかで歌を発表する

ている時に知り合った健常者の同僚が、
「マッ

してしまって、何もしていないのに大やけどを負っ

ことができたら！

サージっていうのは工夫次第でこんな風に緩め

た状態になっちゃうんです。全身ケロイド状にな

仕事については、これまで通りほどよく肩の力を

る事ができるんだよ」と体を触る事の面白さを

り、粘膜と言う粘膜がやられ、爪がはがれ、その

抜きながらやっていきたいです。たまに美味しい

ちょっとずつ教えてくれて。その同僚の先生が門

後遺症で目も見えなくなっちゃって。治ることを信

ものを食べて、たまに温泉とか行って。今後もあ

戸を開いてくれた感じです。それまで診ていた患

じてたけど、10 年くらいは家に引きこもりでした。

まり大きな事を考えずに、やるからには細く長く、

↑目が不自由だからこそ、
指先に神経を集中させて
クライアントの様子や体調
を診ることができるそう。

健康にやって行きたいと思ってます。流れに逆ら

僕は経営者に意見を言うのですぐぶつかって、ク

野元：よくぞ戻ってきたという感じですよね。今

わずに地道に積み重ねて、
「気付いたら 10 年経っ

ビになったり辞めたりを繰り返して、実は今のこ

彼女は色々なとこから講演会などで呼ばれて皆

てたね〜」みたいな感じにしたいです。トシいっ

の僕のお店が勤務先

さんに話したりもしているので、遠慮しないで

たおじいちゃんみたいなこと言ってますけど（笑）
。

としては 16 軒目なん

色々聞いて下さい。

にハードでギックリ腰をやりかけてしまって。そ

2014 年 3 月に晴れてリメディアルセラピストにな

れで初めてアロママッサージを受たんです。終

られた後は？

わった時には身体も楽になったけど、心もスキッ

整骨院に勤めたんです。整骨院業務をやりなが

とシャキッとして。ストレスから解放された感じ

ら、一人セラピストとして予約が入ったらオイルト

がして。それがセラピストになりたいと思ったきっ

リートメントをしていました。
「リメディアル」はメ

かけです。

ニュー化はしていなかったんだけど、実際は現場

そこで、勤めていたホテルのスパ部門勤務を希望

でたくさんしてましたね（笑）リメディアルの反応

して。
「アロマって何？」っていう状態からのスター

はとても良かったです。

右：照明を上手に使い
ムーディーな雰囲気に。
左：高校生選手である
クライアントには常に
一生懸命、心を込めて
施術しています。

トです。2 か月で 100 人施術するまで現場に出さ

そして、整骨院に入って半年後、2014 年の秋ごろ

ないと言われたので、ホテルのスタッフの休憩時

から、私立の強豪校、祐誠高校の自転車部をみ

今後の目標や、やりたいことを教えて下さい。

間などにお願いしまくって、とにかく練習しまし

るようになりました。まずは整骨院の先生がメディ

基本に立ち返ると、
「心も体も軽くなった」と言っ

た。デビューはしたものの色々と事情があって部

カルチェックをするんです。私は週に一回練習の

てルンルンでお帰りいただくのが一番うれしいの

署の異動を言われて。せっかくやり始めたこの仕

場に行き、選手が交代で施術を受けにきて、身

で、それを目標に施術をしたいです。登山翌日

事を続けたくて、ホテルを辞めたんです。そして、

体の状態を毎回記録して。痛みがあるところはオ

に筋肉痛で立ち上がる事も出来ないという方に

一から勉強しようと思った時に「からだ塾」を見

イルを使って施術したり、ストレッチをしたり。

施術したら、直後にシャッキっと立ち上がる事が
できて。そういう結果が見えるような施術でお

つけて、2012 年 6 月に『筋肉集中講座』と『肩
こり集中講座』を受講しに東京に行きました。

現役バリバリの、しかも筋肉も若いバリバリのア

客様を喜ばせたいです。

その他にもスウェディッシュの資格を取りに勉強

スリートへの施術はどうですか？

自分自身も長く活躍できるセラピストになりたい

しに行ったりして。でも当時から「スウェディッ

自転車競技なので、練習のあとでふくらはぎのト

です。からだ塾で受講した『周産期講座』や『更

シュだけでは物足りないな・・・」という思いが

リガーポイントを触わると疲れが抜けて。
「今身

年期セラピー』で学んだ事も使って、女性の悩

ありましたね。

体はこういう状態だよ」とか、
「右と左のバラン

みに寄り添って行きたいです。

その後、博多のお店で働き、バリニーズとアーユル

スが悪いので、こっちを鍛えたら」とかアドバイ

そして、
今一番の目標は、
2020 年の東京オリンピッ

ヴェーダを習って。でもそこも事情があって 1 年く

スして。そしたらだんだんと聞いてくる内容が専

クに帯同して、自分がケアした子達が世界で戦う

門的になって来て。

姿を見たいし、そのお手伝いをしたいです！！

らいでクローズとなっちゃって。それでまた訪れた

去年はキャプテンの今村君とい

です。
2008 年の初めに「こ

石森：10 年引きこもったあ

のままではいけない」

と、そこからの復帰は？

と、思い切って 1 年

小橋：手術して、一旦は 0.8

間仕事を辞めて自分

くらいまで視力が戻ったん

探しの旅に出たんで

ですよ。でもその術後に感

す。大阪を拠 点に全

染症にかかり、手術してか

国をウロウロして、人

らさらに見えなくなって。医

グリーンを基調とした

も使うし、とにかく臨機応変にオーダーメードな

固定観念にとらわれず、新しい空気を入れたい

小橋：私は普通に高校を出たあと銀行で働いて

間 形成のセミナーに 元気が出る施術室。

現場ではリメディアルも使うし、スポーツアロマ

と悶々とする部分ってあると思うんです。自分の

精神科のお医者さんになられた方もお一人居る

者さん、ごめんなさいって思いますね（笑）

活躍が楽しみです。

野 元：長年やっていると「これで良いのか？」

から上原先生のマンツーマンレッスンも 2 回お願
石森：まずは、このお仕事を始められたきっか

の強化指定選手になるほどの選手なので今後の

し頂いたきっかけは？

たです。凄く腑に落ちることばかりだったし、
「俺

去年強かった 3 人はこの 4 月から揃って中央大

生にして全国優勝した梶原君という子もジュニア

石森：2014 年にお二人が「からだ塾」にお越

つけて。上原先生との出会いはとても大きかっ

いの遠征ですが、正直死ぬかと思いました（笑）

京までケアしに来て！」とも言ってくれて。1 年

んです。それでお付き合がはじまって。

ー大阪市城東区ー

人でマッサージしてました。だいたい 5 日間くら

学に進学したので、また今後が楽しみです。
「東

して初めて勤めたお店で出会った（野元さんと）

まごころ日和マッサージ

でに戻ったあと、毎日 19:30 〜 23:00 ころまで一

者からは「今後手術してま

6

SALON DATA

う選手が本当に強い子だったん

まごころ日和マッサージ

ですが、施術していても一段上

マゴコロビヨリマッサージ

【住 所】大阪市城東区東中浜3-1-23
【連絡先】06-6969-2332
info@magokorobiyori/com
【URL】
http://www.magokorobiyori.com/
【営業時間】
火〜土 10:00〜20:00、
日祝10:00〜18:00 定休月曜

の質問をしてきて。
「ドーピン
グ 検 査 で オイル は 大 丈 夫 な
の？」とか、世界を見据えたよ
うな事を聞いてきましたね。あ
とは高校生なので、施術しな
がら普通の悩みを聞いたり話
祐誠高校自転車部に出向き、自転車と共に選手もメンテ。

し相手になったりとかも（笑）

3

SALON DATA

aroma @ 気楽園
アロマアットキラクエン

【住 所】福岡県久留米市田主丸町
豊城1410-5
【連絡先】saop.̲.0519@docomo.ne.jp
【営業時間】 月曜日〜土曜日
9:00〜18:00(最終受付）
定休日：日曜日、その他不定休
【URL】 http://kirakuen-saop.jimdo.com/

『定年間近に尿漏れが激しくなってきて・・泌尿

u-balからだ塾代表：

器科の薬もだんだん効果が出なくなり・・どう

上原健志

したら良いか、路頭に迷っている気分です。実
母の介護中、抱えて力む時に漏れてしまいます。

（うえはらたけし）

ズボンが濡れていくのが悲しい・・このままだ

uehara balance 『セラピストのための
communication
u-bal からだ塾・上原のコラム

①
「カウンセリング」力養成シリーズ』

とオムツかな・・それだけは本当に嫌なんです』
私は体幹でも骨盤底筋やお尻周り、下腹部と
大腿部の筋肉を鍛えるメニューを作り、さらに
家で出来る体操や注意点を紙にまとめ、渡し
ました。

『喉が痛くて、飲み込みに困っている。もう 3

皆様、こんにちは。

日間も硬いものをほとんど食べていない』
今回から、
『セラピストのための「カウンセリ 『頭が痛くて、朝が起きられない。通勤中も、痛
ング」力養成シリーズ』を皆様にお届けしよう くて立っていられず、電車を降りるときもある』
と思います。

ic

s
セラピスト学 ベーシック
Ba

それが女性の生き方なんです。
よくおばあちゃんの知恵袋なんて言いますね。

すべて
『体のお話』
なのに対し、
例②は
「どう困っ

目指す人はあまりいないと思います。むしろ、『人

リング』
、私達にとって病名を判断するための

ているか」が伝わってきますよね。

の役に立ちたい』『苦しみから救いたい』と言う人
助けの目的でなる人が多いのではないでしょうか。

よく考えてみるとわかりますよね〜

何故だかわかりますか？
お薬を買うのは、その家の主婦が一番多いの
となんてたって、女性はクチコミの達人です

いて、どのような不便があるか、と言うところ

け苦しんでいるかの方を聞くことが自然です

ものを、
みんなに知らせたいって思うのが女性、

なのです。

し、その方が良い施術に結びついたりします。

性のお客様がいらっしゃいました。それだけで
あれば単にトレーニングすれば良いのですが、

例②
『どんなことでお困りですか？』

『からだのことではなく、
クライアントの人生を聞こう』

深くカウンセリングすると話はこう続きました。

もし貴女が受け取っているばかりだなぁ

になってる ... その美しさに思わず写真を撮る代表上原。これで 2 人前

もう頭の中がいっぱいになっちゃって・・・

だそうです。苦笑。鍋の具でカンパーイ！

Lomi Lomio TSUSHIN

講師：関野実麻（せきのみお）

『先人の知恵』

マジックハンズ・セラピスト：小磯郁子（こいそいくこ）

『ドレーピング（タオルワーク）
』

って思っているなら、アウトプットの時期です。

がなんともいえません。まさに大人が粋に嗜むお店です。
店内には長く使い込まれていながら清潔感のあるカウンター、一人でしっ
ぽり飲むおじ様、控えめな板さん。『大人になったらしたいこと』がた

Yoko Kaneko

リンパドレナージュセラピスト

こうして女性は、多くのものを無料でゲット

☆u-bal からだ塾講師☆マジックハンズ・セラピスト
アカデミー講師 ☆タイド・リンパカレッジ代表
☆日本リンパドレナージュ環境協会 インストラク
ター認定資格☆英国国際ライセンス「ITEC」リン
パドレナージュ、解剖生理学

してしまうのです。
でもね、受け取ってるばかりではダメですよ。
自分が受け取ったものは、次の世代へ繋ぐ事。

G T K !!

スパへの迎え入れを手探りした経験が、この周産期

ロマやリンパなど代替療法としてのセラピーの可能性に

講座の原点となっています。

気づかせてくれた、いろんな国のお客さまのおかげでよ

G

グレート
ティーチャー
からだ塾 !!

周産期解剖生理学講座：

樋口玲子 （ひぐちれいこ）先生の場合

G

くさん詰まったお店でした。

金子 洋子

自分だけの良い情報にしたいのが男性です。

周産期＆マジハン福岡校担当の樋口です！以前、勤務し

T

ところで、フレッシュなものが手に入ると講座中にお

うやく自分の方向性が定まった

配りしているデーツ ( なつめやし )。プルーンというよ

ような気がしています。

り干し柿かな。中東では断食明けや妊婦さんにはか

これからも、大 好きなからだ

かせないバランス栄養源なんですよ〜。

塾 を 通して皆さんとともに学

家族の転勤で思いがけず通算６年も過ごした不思議の

び、自分らしいマッサージを探

国 Dubai では、次男を出産。産後すぐ、一念発起でマッ

すロングジャーニーを続けてい

K

ていたスパスクールで上原先生、関野先生と

!!

T

今回の特集にあります新店舗オープンに

ご一緒したことがからだ塾とのご縁の始まり♡

んだのですが、ヘタな英

あたり、メニュー開発から多岐に渡り携

「台風」があります。沖縄は「台風

幼い頃から、人の背中を見ると触りたくな

語で解剖生理学している

銀座」と呼ばれるほど、台風が多い

る性分でしたが、職業セラピストとしてデ

自分の図は、まさに冗談？

ビューした の は、OL 生 活、出 産、育 休、

でしたね ( 笑 )。これまた

保育園バトル＆復職を経てからで、実はとっ

ヘタな家事や育児にも疲

ても遅咲きなんです。当時、世界的なデイ

労困憊、自分探しに焦っ

スパブームで癒し文化はすっかり定着してい

てばかりのつらい思い出

ちなみに気圧が変化しやすい状態が続くと、心身に様々な影響が出や

たものの、こと妊婦さんとなると…。そこで、

も。それでも無心でマッ

すくなります。
「雨や台風前になると、むくみ・頭痛や肩こり・身体が

妊婦さんこそ癒されるべき世の宝だっ !! と、

サージができたこと、ア

地域です。その割に沖縄の台風被害

ろの一つが『タオルドレーピング』です。

をあまり聞かないのは、先人の知恵

なぜかというと、ドレーピングが丁寧だ

で「台風が来る前の事前対策をばっちりしている」からです。

と安心感があり、技術のクオリティが上
がり細部にわたり気配りがされていると
いうことは、ホスピタリティに繋がり素晴らしいと常々感じているからです。

K

G

!!

K

T

きたいと思っています。

サージスクールに飛び込

沖縄生活で避けて通れない気候に

わっているのですが、今回こだわったとこ

続いてメインのお寿司。江

そして、何よりアウトプットすることが、自分

「からだ塾」の個性的な講師紹介！

琉球から吹く風だより

ちゃんこは季

節限定、10 月〜３月の寒い時だけです。鍋の具がてんこ盛りでタワー

になりますからね。

女性と男性の大きな違いは、良いと思った

『体がだるくて、今朝計ったら 39 度ありました』

先日スタッフみんなでちゃんこ鍋を食べに行きました！

自身の一番の勉強

からね〜

という事は、からだの状況ではなく、どれだ

まとめ

ということで店内には力士の番付表や手形の額が飾ってあったり。

戸前の「赤シャリ」で、程よく締まったマグロの赤身などのネタの感じ

当に聞くべきなのは、それでどのように困って

先日、
「体幹の筋肉をつけたい」と言う 60 代女

雰囲気の良いお店です。伊勢ヶ濱部屋も近くにありますし、両国も隣駅

女性のシステムです。

例えば、風邪を例に考えてみましょう。

『喉が痛いです・・』

た老舗の『紅梅』。敷居が高いような、それでいて馴染みやすいような

継がれたことに、時代に合った自分の知恵を
これって、時代が変わっても、変わらない

ドラッグストアでも、新しい薬のサンプル

そうなんです。症状はもちろんなのですが、本

『先生、頭が痛くて』

女性は、代々、日常の些細な事さえ、受け
プラスして、次の世代へ伝えます。

化粧品を買えば、サンプルを貰います。

な情報を聞いていますか？

例①
『どんな症状ですか？』

【第 7 回】紅梅（寿司・ちゃんこ鍋）

錦糸町の人情溢れる下町の雰囲気が残っています。地元に愛されてき

て知ってましたか？

女性に渡すんですよ。

施術時当たり前のように行っている『カウンセ

東京セミナールーム周辺の
美味しいものや楽しい所を紹介します

女性って男性に比べて「もらう」機会が多いっ

が出来ることもあるのです。
「からだのプロになりたい！」と思ってセラピストを

第7回

受け取るばかりでは

くれますよね。これって、圧倒的に男性より

少し極端な例ですが、例①は頭・喉・熱・・

錦 糸 町

「更年期セラピー講座」の金子洋子先生による

このように背景を聞くことで、より適切な対応

今回のテーマは、
『何を聞くべきか？？』
。

貴重な情報源になるものですが、皆様はどん

NOW

be a
therapist!

!!

【樋口先生のプロフィール】
デイスパセラピスト、国際ライセ
ンスのスクールインストラクター
を経て、2013 年より拠点を故郷
福岡に移してボディ＆フェイシャ
ルワークとイベント企画等を行っ
ている。好きな施術は MLD と
筋膜リリースを融合した超ゆった
りボ ディや 温 冷 の 石 を 使 う
LaStoneTherapy。

重だるい」などの症状が出るという話を聞いたことはありませんか？
◆
1

事務局モリモリの

その

アウトランナー

7

1

・

3

塁︒レフト

線際へフラフラと打ちあがった打球を

追ってショート定位置から一直線で背走

塁ランナー

3

しギリギリでキャッチ︒隙を狙ってタッ

チアップしようとしている

を刺そうと︑すぐに反転してバックホー

ムしようとしたその刹那︑右足首を内反

5

し︑甲のあたりからバリバリバリと音が

鳴り思わず崩れ落ちた︒ 月初めの初夏

の日差しに包まれた日曜日︑人生初骨折

の瞬間でした︒

◆当初﹁また捻挫だろう﹂とタカをくくっ

7

ていましたが︑
﹁念の為写真を撮った方

が良い﹂との上原の進言で翌朝整形外科

へ︒結 果︑
﹃右 第 五 中 足 骨 基 部 骨 折︑右

↓

足関節捻挫﹄の診断︒オペか保存かで迷

ココ

い︑上原からもたくさんのアドバイスを

貰 い ま し た が︑

悩んだ末に保存

を 選 択︒以 降︑

シーネ固定＋松

葉杖での生活が

21

始まりました︒

2

◆骨折から 日目︑だいぶ状態が良いと

をお待ちしております。

の事で︑固定を外しサポーターに切り替

プロフィール：
10年程沖縄でセラピストとして働いていた
経験から、沖縄のカルチャーや興味深い
情報をお届けしていきます。

『リンパの女神』ドレーピング含めご満足いただけるよう、皆さまのご来店

え︒
﹁少 し 動 か す の で︑力 抜 い て﹂と 医

なく行っているドレーピング、皆さんも一度振り返ってみてはいかがでしょうか？

師に足首を動かされても全く動かず︒講

早めに心がけるのはいかがでしょうか♪

座で上原が言っている事なので固定後動

すが、大きさや使用枚数など、試行錯誤しながら研修しております。普段何気

週間で本当に自分の足ではない

トレッチ」
「入浴」
「マッサージ」など、セラピストならではの対策を

3

きが悪くなるのはわかっていましたが︑

使用する物がタオルやシーツと様々です。リンパの女神ではタオルを使用しま

わずか

みなさんも沖縄の先人に習って台風や雨の日には前もって「筋トレ」
「ス

みたいに︑固まって動かなくなりました︒

血管から血漿という水分が漏れ出てむくみやすくなるのです。

に配慮が必要となってきます。

人生初骨折で︑また一つからだの不思議

男性セラピスト（オイル施術）の場合は、女性のお客様を施術する際は特

を感じた瞬間でした︒

ます。台風や雨で気圧が下がると体の外側から圧迫する力が減少し、

◆現在︑ゴムチューブ等を使って︑コツ

長時間立ち仕事などをしてむくむ場合とは発生メカニズムが少し違い

客様のプライバシー配慮や保温効果などがあります。日本ではまだ少ない

コツとリハビリ中です︒もう間もなく︑

原因として「血流・リンパの流れが悪くなる」ということがありますが、

では露出は避けられないのですが、極力施術する箇所以外はカバーしてお

また元気に走り回る予定です！

そもそもドレーピングとはどのよう目的があるかといいますと、オイル施術

事務局：
石森啓之

【骨が折れる！】

Kからだ
S 塾スケジュール

＜2016 年＞

お申込は HPをチェック

【大阪】WATEC 認定アロマリメディアルセラピスト養成講座 5/13( 金 ) スタート／全６回
【東京】6/3( 金 ) トリガーポイント療法

実技集中特別講座

【大阪】6/6( 月 ) トリガーポイント療法

実技集中特別講座

編集後記
H
K

からだ塾通信編集部・事務局 井出笙子

からだ塾東京セミナールームには最近、立体的なロゴマークが大
きく壁に現れました。
「カルプ文字」という名前のものです。大

No.007

（2016 年 6 月 1 日発行）

型の印刷や看板などを扱う会社で注文ができます。発泡スチロー

T S U S H I N

ルよりやや硬い素材で２センチ位の厚みの上面がプリントされた

【富山市】6/14( 火 )・15( 水 ) サロンで出来る - 全身パーソナルストレッチ２days

もので、斜めから見ると陰影が出るのでとても雰囲気があります。
このカルプ文字ができてからは、からだ塾の生徒様やスタッフも

【名古屋】6/16( 木 )・17( 金 ) 周産期解剖生理学講座 2Days
【上海】6/26( 日 )~30( 木 ) 上原健志と行く！セラピストのための人体解剖実習
【大阪】6/27( 月 ) 腕と肘だけを使う -６つのオイル手技

KARADAJUKU

この立体ロゴマークの前で写真を撮ることが多くなりました。
皆様も東京セミナールームにお越しの際はぜひ写真を撮ってから
お帰りください！ ジョニー君が微笑みながら待ってまーす！

【大阪】7/4( 月 ) 筋肉集中講座
【大阪】7/5( 火 ) 肩こり集中講座

からだのことをもっと知りたい！
からだ塾のことももっと知りたい！！ 人のためのマガジン

【東京】7/7( 木 ) 肩こり集中講座
【東京】7/11( 月 )・12( 火 ) 周産期解剖生理学講座 2Days
【大阪】8/8/( 月 ) 身体を診る機能解剖学（１）基礎・カウンセリング編

↑今年の年賀状にも
このカルプ文字の前
で撮った写真を使い
ました！若めのポーズ
で集合写真（笑）
。

【大阪】8/8/( 月 ) 身体を診る機能解剖学（２）骨盤〜上肢編
【大阪】8/9( 火 ) 身体を診る機能解剖学（３）骨盤〜下肢編
【大阪】8/9( 火 ) 身体を診る機能解剖学（４）骨盤〜体幹編
【名古屋】8/29( 月 )・30( 火 ) サロンで出来る - 全身パーソナルストレッチ２days

http://www.u-bal.com/regist

からだ 塾 の講 座 報 告
KH

第 7号

Karadajuku
Tsushin

2016 年も突っ走ってきてはや半年。あっという間ですね。そして講座毎に新しく参加されるセラピストさんが増えて
いきます。出会いに感謝です。これからも面白い講座をどんどん提案していきますよ！皆さんご期待ください！

トリガーポイント療法講座⇨
（鹿児島・福岡・大阪）

⇧
テーブルタイマッサージ講座
（大阪・富山・福岡）
肩こり集中講座・腰痛集中講座⇨
五十肩集中講座・筋肉集中講座
（大阪）

⇦周産期解剖生理学講座
（福岡・山形）

特集「リンパの女神」グランドオープン！
！

・講師のコラム、インタビュー、情報コーナー ほか
・セラピストに会いたい（ 13. aroma@ 気楽園 14 . まごころ日和マッサージ )
発行／u-balからだ塾 ：東京都墨田区江東橋2丁目2-3 錦糸町丸山ビル2階（不定期発行）

お申込み・お問合せは「u-balからだ塾 事務局」まで http://www.u-bal.com Mail: info@u-bal.com Tel: 03-6659-6568 Fax: 03-6659-6569

TAKE
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