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12 月のからだ塾は東京のオイル講座からスタートしました。そして

【東京】1/9( 金 )『施術の幅を広げる！オイル施術デビュー講座』

【名古屋】1/14( 水 )『肩こり集中講座』

（2014 年 12 月 10 日発行）

12/2,3 は札幌で行われた大人気「更年期セラピー講座」です。か

【東京】1/9( 金 )『腕と肘だけを使う、６つのオイル手技』
【名古屋】1/13( 火 )『筋肉集中講座』

創刊号／ No.001

Merry
Christmas!

T S U S H I N

らだ塾ではすでにおなじみの受講生さま達が改めて学びたいという
声が聞けた講座ということで、今後益々力を入れていきたいテーマ
となりました。講師の金子洋子先生は三日前にお誕生日！懇親会の

【名古屋】1/15( 木 )『絶対に知らなければならない、5 つの疾患と 5 つの対処法。
』

場にサプライズケーキが登場！みんなでハッピーバースデイを歌った

【福岡】1/19( 月 )『筋肉集中講座』

時に金子先生の眼に涙が光ったかも？

KARADAJUKU

【福岡】1/20( 火 )『肩こり集中講座』
【福岡】1/21( 水 )『絶対に知らなければならない、5 つの疾患と 5 つの対処法。』

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創刊

【大阪】1/26( 月 )『筋肉集中講座』
【大阪】1/27( 火 )『肩こり集中講座』
【大阪】1/28( 水 )『絶対に知らなければならない、5 つの疾患と 5 つの対処法。』
【東京】2/6( 金 )『肩こり集中講座』
【東京】2/9( 月 )・10( 火 )『パーソナルストレッチ 2days』
【東京】2/16( 月 )『施術の幅を広げる！オイル施術デビュー講座』
【東京】2/16( 月 )『腕と肘だけを使う、６つのオイル手技』

【那覇】2/24( 火 )『腰痛集中講座』

編集後記
H
K

【那覇】2/25( 水 )『骨・関節・五十肩集中講座』

予てよりからだ塾の様々な出来事や情報が発信出来て、代表上原の目指す

【静岡】2/17( 火 )・18( 水 )『パーソナルストレッチ 2days』
【東京】2/23( 月 )・24( 火 )・25( 水 )『オイルトリートメント講座』

からだ塾通信が創刊しました。
からだ塾に参加することによって得た皆様の人生の「きっかけ作り」をカタ
チにしたいという思いから、新しいメディアを創ることが実現できないかと

JO次 号 の お し ら せ

試行錯誤しておりまして、この度創刊に至りました。制作にあたっては日頃

次号は 2015 年 2 月 1０日発行です。「バレンタイン特集」！寒さ厳しい中の
男女の恋のかけひきをチョコレートとセラピストの手でどう成就させてくれる
のか？ 乞うご期待 !
・u-bal からだ塾 HP にもこの「からだ塾通信」バックナンバーがデータでアップ
されます。みなさん楽しみにしていてくださいね。
・情報掲載希望者を募ります。皆様のサロンや職場で求人募集！やイベントの告知、
ボランティア、モニター様の募集など。詳しくは編集部までご連絡ください。

お世話になっている受講生様の寄稿や先生方のご指導によりからだ塾通信
の内容が固められ、方向性が定まって行ったことには大変感謝しておりま
す。今後は広く皆様に愛される情報誌を目指します！ サロンや皆様の職場
でちょっと時間が空いた時に手に取って読んで頂ける、ふふっと思わず笑い
が出てしまうような内容も盛り込んでいけたらいいなと思っています。
からだ塾通信編集部・事務局 井出笙子

ITEC
International Therapy

求人情報募集！

www.magichands-ac.jp

詳しくは事務局までご連絡ください。

http://www.u-bal.com Tel: 03-6659-6568

マジックハンズ・セラピストアカデミーは
英国の国際ライセンス ITEC が取得できる認定校です

２０１５年前期生の募集を開始します！！
間もなく募集要項が発表されます。詳しくは HP をご
覧ください。詳しい資料が入ったパンフレットをお送
り致しますのでご興味のある方はご連絡ください。

Tel : 03-6659-6567

Karadajuku
Tsushin
創刊記念号

事務局井出まで

特集

あなたとわたしのクリスマス「筋肉占い」

Congratulations!

Examination Council

www.itecworld.co.uk
女性専用リンパドレナージュサロン

ラ・クロシェット

セレッシャル

主な資格取得コース

http://www.salon-clochette.com

http://www.celestial-japan.jp

世界アドバンスセラピー認定試験機構

セラピスト専門のメディアサポート

・ITEC 解剖生理学
・ITEC ホリスティックマッサージ
・ITEC フェイシャルスキンケア
・ITEC ストーンセラピー
・ITEC リンパドレナージュ

World Advanced Therapy
Examination Council

works

ユ ー バ ル ワ ー ク ス

発行／u-balからだ塾 ：墨田区江東橋2丁目2-3 錦糸町丸山ビル2階（隔月・偶数月10日発行）

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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F R EE!

スト仲間が出来た」
「進む方向が明確になった」
根拠こそありませんが、「周産期解剖生理学講
座を受講した後に妊娠した」と言う声は本当に
多く頂きます ( 笑 )

uehara balance
communication
u-bal からだ塾・上原のコラム

Mana Rosa

u-balからだ塾代表：

上原健志（うえはらたけし）

なたくさんの「きっかけ」となってきたことが、か
らだ塾の最大の魅力だと思うようになりました。
そしてもしそうなら、この「きっかけ作り」をきち
いでこの「からだ塾通信」の発行に至ったわけです。

に感じていますが、業界は確実に進歩しています。

全国に広がるネットワークや、施術ジャンルに縛ら

例えば、スポーツや介護に特化したアロマテラピー

れない、利害関係の無いオープンなつながりが、

迎えることができました。

に代表されるような手技の「分化」や、骨格系にと

からだ塾の最大の強みです。本誌を通して、もっ

2007 年にファミレスのワンテーブルから始め、こ

どまらず内臓にアプローチをするなど、あらゆる分

ともっとたくさんのきっかけが作れるよう、心から

れまで述べ 3,500 名、他団体主催のセミナーや

野においてセラピストの活躍の場は広がっています。

祈っています。

企業研修まで入れますと 5,500 名を超えるセラピ

そのような中、からだ塾として業界の発展の為に

ストさんに出会うことが出来、継続受講者である

出来ること、求められていることも、時代ととも

「からだ塾ファミリー会員」も 110 名を数えるまで

モデルのアンミカさんを姉に持つ札幌市の安清美さんが初め

スタート当初 は、解 剖 学 や 生 理 学 の 知 識 を。

これも多くの方の応援、また受講生の方々の計り

今ではそれに基づいた技術や細かい手技をお伝

この場をお借りしてお礼を申し上げます。
「もう 8 年！」

u-balからだ塾代表

①
セラピストに
会いたい
頑張っている
からだ塾生の紹介

特に印象に残っている講座、響いた講座は？
一 番 感 動したのは「周産 期」です。でも一
番響いたのは、「筋肉集中講座」かな。セラピ
ストとしての学びが深まり、これはもっといろい
ろ学びたいな！と。初めて行った「筋肉」の講
座で、上 原先生が「からだ 塾」を続けている
理由として、『自分ひとりが施術できる人数は限
られるけど、たくさんのセラピストを育てること
で、より多くの人を癒せるから』と。まさに今、
同じ想いで私はお店を立ち上げたんです。
「周産期」は、セラピストとしての悦びを再確

安さんの施術ジャンルを教えて下さい。

いています。お 帰り

認できたことが大きくて、だからサロンを始め

メインとなるのが「タイ古式セラピー」「オイ

の際にお客様から「安

たらマタニティ施術は絶対やろうと思いました。

ルリンパセラピー」「リフレクソロジー」の 3 本

さん のところに来た

あの悦びや感動は格別です！

「独立するきっかけになった」「一生涯のセラピ

柱で、他にも「マタニティ」や「内臓セラピー」、
「子

ら、体だけじゃなく心

La Clochette

（大阪府）

トータルビューティーサロン＆スクール
La Clochette（ラ・クロシェット）
【住所】大阪府豊中市箕輪1-21-13
【電話】06-6840-0227
【Mail】info@salon-clochette.com
【URL】http://www.salon-clochette.com

その①『きっかけ編』
こんにちは。オイル講座を担当しています、関野実麻です。

私の母は美容師でした。子供の頃から母の仕事を見ていた私は物心つく

たのは「指圧応用特訓」かな。つまり、どれも

うになりますね（笑） 「心にも体にも羽を付けて ......」

良かったってことですね ( 笑 )

スタッフへ教育もしながら・・・と思ってますが、

お店のオープンからもう 3 か月ですね。オープン

この業界やセラピストに対しての思いを教えて

今はなかなか忙しくて。

の苦労とかありますか？

やすとどうしても予約が私に偏ってしまうので、

あまり苦労ってしていないかも。すべて導かれ

私自身が施術を受けに行ってもなかなか安心

じです。店内は、アジアっぽい薄暗い感じにす

も多いかな、と。偉そうに聞こえるかも知れま
せんが、もっと人を触る責任感やプロ意識を持っ

は、大阪府豊中市の閑静な住宅街に位置しています。

の人生を考え直したんです。その会社でそのま

す。内装を選んで、家具やカーテンも、とにか

て欲しいです。そのためには、もっとたくさん

水口先生が
『リメディアル』
と初めて出会ったのは201０年。雑誌
「セ

ま社員になれば一生安泰なのはわかってるんで

く気に入ったものをバラバラに買い揃えて。いざ

勉強をして欲しいと思います。だから「からだ塾」

すが、私は全然安定を求めてはいなくて。あら

配置してみたらピタッと納まって。忙しかったの

に行きなさいと（笑）

ためて自分が何をしたいのかを考え直したとき

はもちろんですが、順調にオープンできました。

セラピストを排出。その中には、現在は認定スクールを開校し、

1 年間の学校生活は、テスト三昧で資格を取るために必死。人生で一番

活躍しているインストラクターも 2 名いらっしゃいます。
単に心地よいだけではない、結果が出るオイルトリートメント、一
人ひとりの症状に合わせたオーダーメイドトリートメント『リメディ

セラピストになられたきっかけは何ですか？
以前かなり大きな会社で OL をしていたんで

に、「人に喜ばれる仕事をしたい。面と向かっ
て『ありがとう』と言われる仕事をしたい」と思っ

「からだ塾」は安さんにとってどんな場所ですか？

て、なぜか、導かれるように、セラピストとい

私にとっては、誰も教えてくれなかった事を

う道を選んでいたんですよね。自分がマッサー

教えてくれる場所でしたね。私が「こうだろう」

ジにたくさん通ってたわけではないですし、人

と、ただ感覚的に考えていたことを理論的に説

に喜ばれる仕事は他にもたくさんあるのに、「人

明してくれる。「からだ塾」の会場に並んでいる

のお役に立ちたい」という思いから、自然に導

参考図書は、実は私が手探りで勉強していた時

アルセラピー』を、贅沢に認定講師のサロンで体験してみては如

かれるようにこの仕事をしていた感じです。だ

にバイブルとして使っていた

何でしょうか？

から私はデビューが遅いんですが、そのぶん人

本ばかりだったんです。そう

の 100 倍は勉強しました（笑 )

いう本や模型などを使いなが

セラピストをやっていて良かったと思える瞬間

らに理解が深まったという感

はどんな時ですか？

じです。私の勉 強 が間 違い

それはやっぱりお客様に喜んで頂けたときです
ね。お店のエントランスに『羽』をいっぱい飾っ

ストの仕事を一生続けていき
見てください！右が母の手、
左が私の手です。そっくりでしょう？

2

私も信頼できるセ
ラピストを育てたい

ら理論的に教えて下さり、さ

は母譲りです。この手でセラピ

頂けますか？

るよりも、光が入る明るい空間にしたかったんで

ITEC 認定校と出会ったのです。これが美容の世界に入るきっかけです。

この指は
祖父と同じ
形を引継いで
います。

間は ... もう、倒れそ

と思ってます。自分しかできないメニューを増

員になって欲しい」と言われ、その時一度自分

ンストラクターとなりました。以来、60 名以上の認定リメディアル

は一生役立ちます。その証に母は、
40 代で美容師を辞めてしまいましたが、

フにもシェアをしながらゆっくりやって行きたい

すが、当時派遣で働いていた私に会社から「社

だエステの専門学校が少ない時代に、イギリスの国際ライセンスである

ロンに就職しました。その後、エステからホリスティックの道へ。技術職

理学」、そしてセラピストとして一番勉強になっ

ないまま施術しているセラピストやお店がとて

先生の元へ。先生直々のレッスンを受け、晴れて WATEC 認定イ

勉強したと言っても過言ではありません。卒業後、大手エステティックサ

も軽くなって帰れる」
と実際に言われた瞬

てここまできたみたいで。場所選びもスタッフ選

れだっ」と思い立ち、オーストラリアゴールドコーストのマーティー

外の、美の仕事に興味を持ち始め、エステにたどり着きました。その頃ま

宮バランスセラピー」など。からだ塾で習った
「ホットストーン」は私だけのものなので、スタッ

びも、自然な流れで「ご縁」でここまできた感

ラピスト」に載っていた、マーティー松本先生の記事を見て「こ

頃には美容師になると決めていました。ですが高校進学を機に美容師以

なので、結論として一番印象深いのは「筋肉
集中講座」、一番感動したのは「周産期解剖生

することができなくて。人のからだの事を知ら

「リメディアルセラピスト養成講座」講師の水口夏子先生のサロン

記念すべき創刊号は、この仕事をするきっかけをお話します。

たいと思っています。

『Mana Rosa』をオープン。

上原健志

えすること。そしてこの先は…

講師：関野実麻（せきのみお）

はゴッドハンド。私の手の質感

札幌大通公園すぐという好立地ビル内に、

明るくてお洒落なタイ式セラピーのお部屋

「きっかけ作り」だと考えています。

Lomi Lomio TSUSHIN

染めたりしてくれます。母の手

大阪など各地で受講。長年勤めたサロンを退職し、今年 7 月に

平成26年12月10日

講師のサロン紹介

未だに家 族の髪を切ったり、

て「からだ塾」を受講されたのは 2013 年 7 月。以降、札幌・東京・

に変化していかなければなりません。

になりました。
知れない向上心のおかげだと思っております。

受講はとても役立っています。

振り返ると、講座の中身もそうですが、このよう

がむしゃらに突っ走ってきて、この間あっという間

皆様のおかげで、
「からだ塾」も今年で 8 年目を

教える立場になった時にも、「からだ塾」の

ー札幌 ー

安 清美（アン キヨミ）さん

んとした「形」にしようじゃないか！実はそんな想

「ついに発刊！！」

ん受講しちゃってました（笑 )

じゃなかったと確認でき、さ
ら に 新 た な 気 づ き も あり、

てるんですけど、これは心にも体にも『羽』を付

もっともっと知りたい！という

けて軽くなってお帰り頂きたいという思いから置

思いから、気付いたらたくさ

3

し、自分自身もそう
あり た い と 思う の
で、現状に満足せず
にさらに学びを深め
ていきたいと思って
ます。

SALON DATA

Mana Rosa

モロカン・アジアン・モダンスタイルがミックス
された内装が新しい札幌発信のサロン。
【営業時間】11:00-20:00
【住所】北海道 札幌市中央区 北１条
西３丁目北尾ビル6F
【URL】http://www.manarosa.com
【予約】Mail: r̲ahn@manarosa.com
Tel: 011-251-6386

筋肉占い

寒い夜だから ... あなたにぴったりの筋肉がみえてくる

特集

あなたとわたしのクリスマス

A

01

は０１へ

どんな過ごし方？
みんなで

A わいわいでしょ

A

は０3 へ

03
みんなの前で
いち芸を

ディナーかな

A 「アナ雪」を熱唱！
日本エレキテル連合
はコチラ

「外向きアクティブ女子」のあなたは

横隔膜 を鍛えましょう

人前で歌声を披露することが恥ずかしく

は０4 へ

04

必要があります！「筋肉占い」であなたの行動タイプを知りましょう。その筋肉を鍛えて身体の中からあたたかくなりましょう！！

ST
AR
T!
クリス マスは

00
A

B

街へ出て
すごす

家で
パーティー

B

はコチラ

「外向きアクティブ男子」のあなたは

眼輪筋を鍛えましょう

「未亡人あけみちゃん3号」を完璧に

A

はコチラ

B

は０2 へ

02
ケーキは

05

A 花束をもらいたい！

B いつものビール
にしときます

B アクセサリーを
期待しちゃう！

「内向きアクティブ乙女」のあなたは

「内向きアクティブオヤジ」のあなたは

自然とシャンパングラスを持つ手の

ビールっ腹はオヤジだけの問題では

虫様筋を鍛えましょう

腹直筋を鍛えましょう

A

はコチラ

は０6 へ

06
その時聴く曲は

A 山下達郎

「クリスマスイブ」

B 松任谷由実

「恋人が
サンタクロース」

B

A

はコチラ

「夢見るインドア派女子」のあなたは

「夢見るインドア派乙女」のあなたは

両手に抱えきれない程の花束をもらった

前頚骨筋を鍛えましょう

B

B やっぱり
ターキーですよね

は０5 へ

A シャンパンを

はコチラ

して遊びましょう！

A 欠かせない

ケーキの後に
プレゼント交換

B

お正月には「筋肉かるた」を

家で食べるのは

A

ディナーで
飲むものは

頂こうかしら

B 相方と白塗りして

A

B

B ２人でしっぽり

もうすぐクリスマスですね。街中のイルミネーションが輝く寒い夜は身体も冷えているはず。そんなあなたは燃焼して身体を温める

はコチラ

B

はコチラ

「現実的インドア派オヤジ」のあなたは

「現実的インドア派男子」のあなたは

ネックレスをつけて振り向く様を鏡で

CMで牧瀬里穂が彼に合う前に深呼吸

この曲を聴くとスキーをしたくなる〜

胸鎖乳突筋を鍛えましょう

前鋸筋を鍛えましょう

大腿四頭筋を鍛えましょう

ないあなた。横隔膜をフルに使って~

真似るにはロボット的な動きが不可欠。

小指が立ってしまう乙女なあなた。

ありません。あ〜飲んだなあとお腹を

あなたの上半身は隠れています！あと

見てしまう自分大好きなあなた。キュッ

をするシーン。を知っているあなたは

と思いきやこたつに入ったままのあなた。

腹式呼吸を。大声で熱唱しましょう！

眼輪筋で目をパチクリさせましょう！

虫様筋を意識すればコントロールできる！

ポンポンしない為に腹直筋をロックオン！

見せられるのはスラッとしたスネだけ。

と盛り上がる胸鎖乳突筋にうっとり。

年代的にもオヤジです。一緒に深呼吸！

大腿四頭筋を鍛えて直滑降の練習を。

4
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NOW

ちゃったんです。

川西 ともみ整体院

ためになる！

おかげで受講後はさらにリピーターが増えまし

ー兵庫ー

た。でも夏頃には、症状がよくなるお客様が増
えて、私の理想通り卒業する方もでてきて、少

濱上 知美 （ハマガミ トモミ）さん

し予約が減ったりって時期もありました（笑 )
「指圧応用特講」の後は、さらに自分の施術に
自信が持てるようになりました。首や肩へのアプ

②
セラピストに

ローチなど、引き出しが増えたという感じです。
自分で言うのもなんですが、年明けには不安な
気持ちでいた私が、この春以降は自分でも言い
切れるくらい、すごく成長してると思うんですよ

会いたい

ね（笑）

頑張っている
からだ塾生の紹介

兵庫県川西市で「川西ともみ整体院」を営む濱上知美さん。今年 5 月に「からだ塾」

セラピスト四方山話

『セラピストの使命』

すね。私のサロンでは、初めの 20 分間は全員

けを教えて下さい。

同じ事をするんです。まず、からだ全体を緩め

私は 4 年前に整体の学校を出て、すぐに開業し

るようなマッサージをしながら全身の状態を診

現在は、Magic Hands で解剖生理学を通信で頑

たんです。経験を積むに従って疑問もどんどん出

て、その間に「あれを使おう。これを使おう」

張って勉強されてますが、調子はいかがですか？

てきて、色々学びたいと思うようになって。
「何と

と頭の中で施術内容を組み立てて、これからや

楽しいです。とにかく楽しい！解剖生理学を勉

かしなきゃ！」と思っていた時、ネット検索で偶

る事、何でこれをやるのかを必ず説明してから

強しているお蔭で、お客様に伝えられることが

然「からだ塾」を見つけ、
5 月の「更年期セラピー」

施術に入ってます。

さらに多くなってきています。今は、通信で勉

に行ってみたんです。そしたら、自分が何となく

その説明をより理論的にできるようになった結

強する時間を取るために、予約を入れない時間

考えていた「更年期」が、
実際に習ってみると色々

果、2 回目 3 回目に来られた時はお客様が色ん

を週に最低 3 回はとってます。たいていは、施

違うこともあり、更年期を迎えたお客様にアドバ

な質問をしてくれるようになって。お客様が自

術からそのまま勉強に入ってます。お客様に向

イスする時にもとても参考になってます。
「更年

分のからだに興味を持ち出すと、積極的に普段

かった後は、もの凄く集中できるし、「早く知り

期セラピー」に行って、もっともっと勉強したい

の生活から気を付けるようになるので、自然と

たい」って欲求が高まるので、仕事のテンショ

という思いがどんどん高まりました。

改善されていくんですよね。

ンのまま勉強するようにしています。「あともう

初回は『セラピストの使命』について。
『使命』って、ちょっと重いですかね。
『役
割』と言う言葉に置き換えても良いかも
知れません。
皆さんはセラピストの使命（役割）って
何だと思いますか？

そして、3 週間後の 5 月末、ついに上原健志と

てて下さいね」ってお客様に言ったりしてるんで

出会っちゃたんですね？（笑）。初めて上原の講

すよ（笑）

座を受けたときはどんな感想を持たれましたか？
もう、とにかく知りたかったことばっかりだった

濱上さんの今後の夢をお聞かせ下さい。

んで、どんどん頭に入って来ました。

いつか、海外でやってみたい！海外で施術する

私は、全力で施術して可能ならば 1 回でお客様

ことが今の夢です。でも、今来てくれているお

の症状を改善してラクにしてあげたいという思

客様もいるので・・・できることなら日本と海

いがずっとあったんですが、周囲の諸先輩から

外とを行き来しながらできたらなぁ、なんて。

は、「1 回で結果を出そうとしてない？それはダ

そして、プライベートでは昔からずっとやってき

メ。もう来てくれへんし」って否定されちゃって。

遥々名古屋講座まで足を運んで頂いた事もあり

た音楽をもっとやりたいし、できる事なら海外で

でも、ペーペーの私でもその考えだけは絶対譲

ましたよね。

音楽もやってみたい。限られた自分の人生の中

カメラが回っている！という緊張感の中（笑）で、より
集中して勉強していますが、同様に楽しく学べています。

東京都：山口絵菜（やまぐちかな）さん

Q3：セラピストとして今後のビジョンは？

Q1：からだ塾を知ったきっかけはなんですか。

良さで得られる内と外の変化を感じてもらえるセラピス

今年上京されたばかりにもかかわらず、地方の講座も
積極的に参加し講座数を増やしている山口さん。応援
しています！ありがとうございました！

セラピストの仕事を始めて数ヶ月経った頃「人の身体に

トを目指したい。そのために色んなチャレンジや経験

どう触れたら良いのか」
「お客様に何をしたいのか」よ

をして、人として成長していく事を忘れずに生きていき

く解らなくなり、まず触っている身体の事を何も知らな

たいなと考えています。

MHTA では解剖生理学を受けているので主に先生の説

【山口さんのプロフィール】
愛媛県出身。ネイルのスクール、チェ
ンマイでタイ古式やオイルトリートメ
ントを学んだ後、ほぐしのサロンに
勤務。今年４月から上京してオイルの
トリートメントを中心に勉強中。

事務局モリモリの

１
その

■日本経団連のアンケートでは︑企業が新卒採

用にあたり最も重視する点は︑﹁チャレンジ精神﹂

や﹁協調性﹂を押しのけ︑
ここ何年も連続して﹁コ

ミュニケーション能力﹂が堂々の第一位だそう

です︒重視しているという事は︑昨今はその能

力に欠如している学生が多いとも言い換えられ

ると思います︒

■携帯が無かった私の学生時代︑好きな女の子

と話したいときは当然のように相手の家に電話

していました︒親が出た時はご挨拶が当たり前︒

時には﹁どういう関係ですか？﹂と怪訝そうに

7

聞 か れ︑必 死 に 答 え た こ と も 記 憶 し て い ま す︒

一方現代は︑携帯に掛ければ直接話すことがで

きて︑親にもわからない︒いつでもメールがで

きて︑何ならスタンプだけでも会話が成り立っ

てしまう︒便利になる一方で︑時代背景の移り

変わりとともに必然的に失われつつあるのが
﹁コ

ミュニケーション能力﹂かも知れません︒

■相手の話に傾聴し︑必要な情報を的確に聴取

する︒相槌や︑補足の質問を挟んで相手の反応

【予約】Tel: 070-6508-2680

が、一番は考え方です。
「お客様にとって自分はどうい

Q2：受講中、心に残ったことはありますか。

を 見 つ つ 話 を 進 め る︒決 し て 一 方 向 に な ら ず︑

（日生中央駅駅より車で3分）
【URL】http://ameblo.jp/tomomiseitai/

解りやすくすぐ使える筋肉や手技等の話はもちろんです

Q4：
「からだ塾」と「マジックハンズ・セラピストアカ
デミー（以下 MHTA）
」で受講している時に何か違い
はありますか。感じていることを教えてください。

相互理解し合いながら信頼関係を深める能力が

【住所】兵庫県川西市

一人一人に合った心地良さを追求し続けていく、心地

いと気付いて…何となくネットを検索して知りました。

即ち﹁コミュニケーション能力﹂だと思います︒

女性と子供のための整体専門サロン

あー大の字に寝転んで

える仕事」という話しはとても印象に残っています。

■お客様のからだに直接触れ︑時には心にも触

女性整体師による

壮健塾 川西ともみ整体院

スカイツリーのセット写真。

技を行う事がなく、試験がある！というプレッシャーと

﹁空気を読んで相手なりに﹂
︒

SALON DATA

クリスマスツリーと

同じ身体の人はいないから絶対はない」
「人の人生を変

ニュースな受講生たち

れる︑セラピスト業︒セラピストと会話するこ

尽くしたい、と。だけどそんな私の理想は誰に

クリスマス時期ならではの

明を聞いたり書いたり ... からだ塾の時の様にワイワイ実

とを楽しみにしているお客様も少なくないと思

ためにも、今精一杯頑張りたいと思ってます。

リンパドレナージュセラピスト
・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

出方、感じ方、様々な人がいるから原因も一つではない。

います︒そんな時︑決して自分主体にならずに︑

果たせるかどうかも自分次第だと思うので、その

なって、待っていられ なくて名古屋まで 行 っ

6

ンティックなイルミネーションが彩られています！是非ご覧ください！

う存在で何を目標にしていくのか」や「痛みや疲れの

相手主体の適切な﹁コミュニケーション﹂を取

ので、「腰痛」についてもとにかく早く知りたく

わないから、とにかく 60 分間の施術に全力を

時には「魔法の木槌」を使って
の施術も ....

い事がもりだくさん。現在「ドリームクリスマス 2014」と題してロマ

Yoko Kaneko

受講生インタビュー 第 1 回

れるよう︑そして﹁空気を読んで相手なりに会

くなったとしても、それなら 1 回でも全然かま

理論的に説明できるようになったのが大きいで

で行けば水 族 館や、お買い 物が 楽しめる「東 京ソラマチ」など楽し

下から見上げたい！

話できているかを常に自問すること﹂も心掛け

で、やれることは何でもやりたいです。その夢を

お客様に対して、骨模型とかを使ってちゃんと

にちょうど建物をまたぐ様に真ん中に大きく。これは圧巻です。麓ま

金子洋子

お客様が私たちの施術によって、健康に
なり、綺麗になり、そして笑顔になる。

たいですね︒そして︑もちろん私も︒

「肩こり」受講後の施術への反響が大きかった

受講後、施術をするうえでの変化はありましたか？

と更にどかーんとそびえ立っているのが見えます。まっすぐな道の先

何事も諦めずに、自分の思い通りの事
が出来る。そんな身体づくりこそ、生
活の質を上げる事につながります。

これは当然ですし、間違っていません。
ただ、これは施術の結果なので、
『使命』
ではありません。
私達セラピストの『使命』は、お客様の
生活の質を上げる事です。

みなさま︑どうぞ良いお年をお迎えください・
・
・

れなくて。仮に症状を改善してその後来られな

る！絶対について行こう！」って思いました（笑）

く見えるんですよ〜。からだ塾のあるビルを出て、一本左の道に出る

お客様を 健 康にする事？
お客様を 笑 顔にする事？
お客様を 綺麗にする事？

ここにもジョニー君の兄弟？が濱上さんをサポート。

少しで『神経』の勉強するので、もう少し待っ

ときに、
「この人！！私の理想をそのままやってい

まずはここから！数年前からこの界隈でおすすめ出来る観光スポット、
「東京スカイツリー」。からだ塾の東京セミナールームの窓からも大き

私達セラピストには、こんな使命があ
る事を意識しながら施術すると、今よ
りも、もっとお客様から信頼されるセ
ラピストになれますよ。

濱上さんが「からだ塾」にお越し頂いたきっか

卒業させることが目標」って！！この話を聞いた

【第 1 回】東京スカイツリー

不調が無い毎日を過ごせると言う事は、
・身体の事が不安で何かにチャレンジ
できない。
・若い頃のように、スポーツをする事
を諦めている。
そんな必要が無いと言う事です。

の一期生として、上原の解剖生理学を通信で勉強中。

ところが、上原先生は「患者さんを楽にして、

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

それは何故か？
身体の不調が無い毎日を過ごせるから。

はじめまして。リンパドレナージュセラピ
ストの金子洋子です。
こちらのコーナーでは、セラピストとして
の心構えやサロン経営にまつわる事など、
私達セラピストが知っておくべき様々な事
を書いていきたいと思います。

を初受 講。現在は、セラピスト養 成スクール『Magic Hands Therapist Academy』

も受け入れて貰えなかったんです。

錦糸 町

「更年期セラピー講座」の金子洋子先生による

事務局：
石森啓之

【コミュニケーション能力】

