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【大阪】6/11( 木 )『筋肉のしこりを取る、トリガーポイント療法』
【大阪】6/13( 土 )『セラピストによる睡眠セミナー美人は夜つくられる』

からだ 塾 の講 座 報 告
KH

2015 年 4 月、5 月は興味深い新

たな企画が目白押しでした。ま
れる？！」
。高橋先生の美と健康

【東京】6/23( 木 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』ホットストーン講座・ボディ講座

を追求する姿勢が伺える講座で

【東京】6/24( 火 )『リンパの流れを整える！リンパ施術デビュー講座』

す。お次は
「ベッドでできる！テー

【東京】6/25( 木 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』アロマブレンディング講座
【東京】6/27( 土 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』フェイシャル講座・ボディ講座
【東京】6/30( 火 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』第 1 次願書締切

ブルタイマッサージ」
講座。小笠原先生は
タイに造詣が深く、
質問に何でも答えて
くれますよ！

【大阪】7/7( 火 )『筋肉集中講座』
・8( 水 )『5 つの疾患と 5 つの対処法』

←札幌から始まりまし

【沖縄】7/7( 火 )・8( 水 )『女性による女性のための、更年期セラピー』

た今年のマーティ松
本先生の「トリガーポ
イント講 座」
。東 京、
大阪と廻り大盛況！

【札幌】7/13( 月 )『筋肉集中講座』
・14( 火 )『腰痛集中講座』
【札幌】7/15( 水 )『からだを分析するスペシャリストになる！機能解剖学』
【東京】7/14( 火 )・7/15（水）
『周産期解剖生理学講座 2days』
【東京】7/21( 火 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』リンパ講座・ボディ講座
【東京】7/24( 金 )『オイル施術デビュー講座』・『腕と肘だけを使う、オイル 6 手技』
【東京】7/25( 土 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』フェイシャル講座・ホットストーン講座
【東京】7/31( 金 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』第２次願書締切
【東京】8/4( 火 )『筋肉集中講座』
・5( 水 )『腰痛集中講座』

編集後記
H
K

からだ塾通信編集部・事務局 井出笙子

パワースポットとよく言葉にしますが、みなさんそれぞれの認識
があるようですね。私にとってのパワースポットは関東近郊の
有名な温泉町 K です〜。いままで 3 回訪れたホテルのお庭に、
たまにニホンカモシカが現れるそうで、スタッフの方も見られ

JO次 号 の お し ら せ

たらラッキーと言っている位のところ、私は毎回ニホンカモシカ
さんに出会えています。露天風呂の庭の先で人を気にせず新芽

次号は 2015 年 8 月 1０日発行です。特集は「水 -water-」。
私たちに欠かせない「水」と「からだ」の関係をさぐります。

をモグモグ食べているカモシカを見ながらお湯に入っている私。

・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。トップメニューの「セラピストサポート」のページをご覧下さい。
・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。

スポット」でした。

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

9 月入学生募集開始！！
2015年9 月からスタートする第３期の募集要項が発表
されました。詳しくは HP をご覧ください。資料請求
も承ります！ご応募お待ちしております。

Tel : 03-6659-6567

事務局井出まで

第４号

Karadajuku
Tsushin

Power Spot Tour
新緑特集

出かけようパワースポットへ！
もらおう自然のパワー！

みなさんも良い気をもらいに出かけてみてはいかがでしょうか。
何かが開けそうな気がしませんか。

AK アンケートの声

（肩こり集中講座）
（オイルトリートメント講座）

www.u-bal.com
アカデミーでの勉強は楽しく厳しく進行中 ...

主な資格取得コース

マジックハンズ・セラピストアカデミーの解剖生
・ITEC 解剖生理学

理学コース。今期は実技もたくさん取り入れて学

・ITEC ホリスティックマッサージ

んでいます。通学生も毎回ワイワイ楽しく盛り上

・ITEC フェイシャルスキンケア

げてくれますが、通信生も存在をアッピールして

・ITEC ストーンセラピー

頂いてますよ！質問メールが来たり小テストの解

・ITEC リンパドレナージュ

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

深呼吸をして良い空気を頂きました。とてもほっこりする
「パワー

（筋肉集中講座）

www.magichands-ac.jp

KARADAJUKU
T S U S H I N

ずは睡眠講座「美人は夜つくら

【金沢】6/15（月）
・16（火）
『女性による女性のための、更年期セラピー』

【福岡】6/24( 水 )・6/25（木）
『ベッドでできる！テーブルタイマッサージ 2days』

No.004

（2015 年 6 月 10 日発行）

答が毎日どんどん届きます。たまには
泣きのお手紙も入っていますが ww。

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（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

・講師のコラム、受講生インタビュー、情報コーナー ほか
・セラピストに会いたい

福岡特集（⑦keikoʼ s Aroma ⑧Relax & Refresh ikoi)

・マジックハンズ・セラピストアカデミー 9 月入学生募集！

TAKE
F R EE!

u-balからだ塾代表：

上原健志

（うえはらたけし）

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

「トレーナーから見る
セラピスト」②

からだのはなし
チカラ

骨格筋は関節を挟んで骨の両側に対になって

前回は「カウンセリング力」
、2 回目の今回は『判

ついており、一方の筋肉が縮むと、反対側の

断力』のお話です。トレーナーとして現場にいます

ic

は、転んで膝を痛めた選手がいました。本人はプ

今年も、あっと言う間に半年が過ぎようとし

ら、目標はクリア出来るって事です。

ています。
「年を取ると、1 年が早いわ〜」と、お客様
と次回のご予約の度に話しています。

きっと、昨年末は、来年はコレをしよう。こ

レーを続行を希望しましたが、私の判断はドクター

成人男性では 200kg も！！

ストップでした。結果、膝の前十字靭帯断裂で、靭帯の移植手術となりました。

骨格筋は力持ちですが、普段は防御本能を

別の試合では、
ヘディングで相手の頭と激突。様子をみることも出来ましたが、

セーブしているため、半分にも満たない力しか

私は救急車を呼ぶ判断をしました。結局顔面の眼窩底骨折で、めくれあがっ

出していません。ところが火事などの災害と

「忙しかったから、できなかった」

た骨に眼球の筋肉が絡んだ状態、即手術となりました。

いったいざという時にはアドレナリンや副腎

「機会に恵まれなかったからなぁ」

どのような施術をするか、術を避けるべきか、たくさんの判断をセラピスト

皮質ホルモンが大量に分泌され、興奮と緊張、鎮静 作用

「やろうと思ってたのに、家族の事で出来なく

の現場でも迫られます。知識はもちろん、最も大事なのは『経験値』と、
思い切った『決断力』です。前者は過去にいかに多くのイレギュラーに遭遇
してきたかが問われます。そして後者は判断によっては職を辞してでも責任
を取る、と言う「覚悟」が必要です。逆に言えば、どうしよう・・と言う曖
昧な状態が一番危険です。
あなたの判断力はどうですか？ちょっと考えてみてください。

などによってセーブが解除されるため、全ての筋肉が使用
可能となります。これがいわゆる「火事場の馬鹿力」で、
成人男性では 200 キロも持ち上げる力が出ます。しかし
今回の特集のパワースポットに行けば、パワーはみなぎる

うなりたい！って、目標設定しましたよね。
その進捗は、いかがでしょうか。

野より教わって以来ファンになり、度々皆んなで買ってはおやつにしてい

これなら、無理は無いですよね。

る「山田家」の人形焼。卵とハチミツの甘い香りに誘われて、ついつい

魔法使いじゃない限り、今まで何もして

手が伸びます。鶏卵・食品問屋の山七食品を母体とする「山田家」の

こなかったのに、急に物事が成功するな

今から約 8 年前、私はスパスクールで講師をしていたのですが、外部講師だった
上原先生とはその時に知り合いました。今と変わらず変顔していました ( 笑 )。そ
の頃上原先生は「からだ塾」を始めた時で、会場として教室を貸す事になり直ぐ
に事務局石森さんと出会いました。懐かしいです。
私が u-bal で働くことになったのは、前職を辞めてから半年経った頃、上原先生
に仕事の相談をしたのがきっかけで「からだ塾でオイル講座の講師をやってみな
い？」と誘って頂いたからです。昔から困っている時に手を差し伸べて下さる、
私の救世主なのです！
次に事務局井出さんとの出会いは、スパス

←８年前の夏。
専門学校
勤務時代。

クール時代の私と上原先生の教え子なので

はいさい！ からだ塾の新たなスタッフとして仲間入りしました
小磯郁子と申します。
約 17 年前にリフレクソロジーからスタートして、その後は様々

て…」
そんな風に思った方、それは、貴女が、出来
ない理由をいつも探しているから、物事が進
まないんです。

金子洋子 Yoko

います。両立で心がけてきたことは長期間続けていくに
は家庭と仕事をどちらも頑張り過ぎないことで自分に無

広美（なかむら ひろみ）さん

に関する情報には敏感でした。１０年ほど前、運動不

Q3：前期マジックハンズ・セラピストアカデミーでも
解剖生理学を学んで最年長で合格し、ITEC の資格を
取得されました。ご年齢で思うことや女性ならではの
視点でご感想をお聞かせください。
５０歳を過ぎての試験は想像以上に暗記力が衰えてい

いるのに毎日かかさずやっていることがあります。

もお嫁ちゃんと洋服の貸し借りができる体型を維持して
入浴時に全身を手でやさしくなぜるように洗うことです。
身体の外側から内側にむかって洗ってくる、これだけでリ
ンパが流れます。
「その日の疲れはその日のうちに！」
です。
【中村さんのプロフィール】
義 母、夫、息子 夫 婦、孫２人の７
人家族にワンコ３匹。ヘアーサロン
ナカムラにてスタイリスト / ヘル
シーリンパ協会養成講師 / インナー
ストレッチインストラクター。
「一人
ひとりのお客様の身体と向き合う
ことを大切に施術していきます。
」

仕事や家庭でひと段落した同年代の女性に自分のため
にも家族のためにも身体のことが理解できる解剖生理

事務局モリモリの

その

こで出会ったんですか？﹂というご質問

◆懇親会の時︑﹁上原先生と石森さんはど

20

をよくいただきます︒私と上原の出会い

22

は 年前︑お互い大学生の時にしていた

9

アルバイト先のコールセンター︒夜 時

〜朝 時まで︑全国から掛かってくるフ

リーダイヤルの受付業務をしていました︒

◆当時の上原は︑朝から学校に行き︑部

3

活のサッカーをしてからバイト先に来

て︑仕事の合間に 時間弱の仮眠を取り

翌朝そのまま学校に行くというハードな

生活で﹁この人本当にタフだな﹂と思っ

7

ていました︒今でもその思いはあまり変

わっていませんが︵笑︶

◆
﹁就活はせずに柔道整復師を目指す﹂

と言っていた上原と︑その後しばらく会

う機会が無かったのですが︑数年後に飲

み会で再会︒彼はすでに柔整師になって

いて独立開業をしていました︒たまたま

住まいが近かった事もあり︑私の空き時

5

学を勉強されることを勧めます。

間に少しずつ仕事を手伝う事になり︑２

００８年に会社を設立︒その年の 月に

至っています︒

2

﹁からだ塾﹂の講座をスタートし現在に

さいね♪

◆バイト先での出会いがきっかけで数年

あったら、ぜひ！ぜひ！お声をかけて下

後に一緒に仕事をす

しゃった時に、小磯を見かけることが

がリンパがスムーズに流れるために必要です。私が現在

分の人生の中で大切な思い出となりました。

Q2：現在のお仕事の内容を教えてください。ご家庭とお
仕事の両立について心がけていることなどはありますか。
亡くなった義父からあとを継いだ主人と理美容を自営で

るようになり︑それ

たいですね。

すが、今後みなさんが講座などでいらっ

い睡眠、適度な運動、ストレスを溜めない基本的な生活

理なくセーブしながらやっていくことだと思います。

でも諦めないで勉強した期間はとても充実していて自

教えてもらい一緒に受講したのがきっかけです。

まで私には全く縁の

上：昨年の
MHアカデミー
入学式で。
左：昨年の忘年会
での様子。

Q4：
「リンパ」においての注意点や、ためになるとっ
ておきの情報を教えてください！
特別なことはありません。バランスのいい食事、質のい

て本当に大変でした。

けです。からだ塾は指導させてもらった生徒さんから

なかったセラピスト

セミナールームには時々顔を出す程度で

一会を大切にし、素敵な輪を広げていき

会の養成講師として生徒さんたちの指導もさせてもらって

Q1：この世界に入ったきっかけと、初めてからだ塾に
参加したきっかけを教えてください。
１７歳のときからメスが５回も入る身体でしたので健康

の素敵な方々と全国

普段はマジックハンズのサロンでセラピストとして働いていて、

達セラピストは、日々いろんなお客様と出
んな所で繋がる事が多いですよね。一期

静岡県：中村

で出会えている今︒

るからだ塾との出会いが大きいです！

間、u-bal チームが出来上がりました。私
会います。また、この業界は狭いので色

やりながらリンパマッサージの施術もやらせてもらい、協

ニュースな受講生たち

上原健志との不思議

このようなご縁でジョニー君と愉快な仲

Kaneko

・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

受講生インタビュー 第 4 回

な縁にも感謝してい

るのは、どんなジャンルのセラピストでもステップアップでき

買っていってはいかがでしょうか。

へと導きますよ。

ダメなんです。

ます︒

セラピストは一生学べるといいますが、飽き性の私が続けてい

巡り巡って一緒に働く事となったのです。

錦糸町に立ち寄った際にはお土産に

リンパドレナージュセラピスト

スローペースです (^^;

す！卒業後から何かとご縁がありまして、

が残ります。これに加えて「三笠山（みかさやま）」と餡なしの「紅葉」

「成功するセラピスト」

が身体にいいらしい」と聞き勉強を始めたのがきっか

りからはアクティブに思われますが、普段はどちらかというと

いてけ掘』に登場する「狸（たぬき）」と『津軽太鼓』の「太鼓」のみ
の４種類がザ・山田家の人形焼です。

メイドの施術がしたい！という気持ちになり、リメディアルセラ

半ほど、そしてこの度東京へと拠点を移していることから、周

焼き上がりの良さや折り詰めにした際の納まりの良さから、今では『置

こんな習慣が、貴女を

足解消に通っていたジムの更衣室で「リンパマッサージ

旅好きでもあり、出身地である大阪から大好きな沖縄に８年

が焼かれています。元々は七不思議全てに因む型があったそうですが、

をつけてみましょう。

なホテルスパで働くなかで、マニュアル通りではないオーダー
ピーを始めからだ塾でたくさん学ばせてもらいました。

いてけ堀』の錦糸堀で知られた場所とあって、七不思議に因む人形焼

出来る方法を探す事に頭を活用させる癖

たんだって！

セラピスト：小磯郁子（こいそいくこ）

江戸の本所七不思議の１つ「おいてけ〜おいてけ〜」で有名な昔話『置

そして、日常的に、出来ない理由は探さず、

でもね、ゼロをイチにする為には、1 日じゃ

その④『人とのご縁と繋がり』

ここ東京・錦糸町の名物になっています。

しょう。

これを読んで、目標を思い出して

が入らないかもしれませんね。

『自己紹介』

創業は昭和 26 年。鶏卵を生かせる商売として始めた人形焼が、今では

んて事は、絶対ありません。

そう思ってる人も、居るでしょうね。

講師：関野実麻（せきのみお）

「錦糸町駅前に、とっても美味しい老舗の人形焼の店がある」と講師関

目標をクリアするための時間に変えま

いやいや、そうは言っても、ホントに忙しかっ

琉球から吹く風だより

【第 4 回】山田屋 （人形焼）

いから、自分の目標の為に時間を使った

そ の「出 来 ない 理 由を探 す」時 間 を、

かもしれませんが違う意味 ... 返ってリラックスしてチカラ

Lomi Lomio TSUSHIN

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

逆を返せば、1 日に 5 分でも 10 分でもい

ところで今年の目標はクリア出来ていますか？

が曲がる仕組みです。

第４回

できない理由を探していませんか？

筋肉がその反動で伸びる。これによって関節

と、様々なアクシデントに遭遇します。先の合宿で

錦糸 町

「更年期セラピー講座」の金子洋子先生による

s
セラピスト学 ベーシック
Ba

の

「火事場のバカ力」は実在する？！

NOW

be a
therapist!
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事務局：
石森啓之

【出会い】

福岡
特集

閑静な住宅街大濠で、ご紹介のみで
予約がいっぱいになる人気サロン

⑦
セラピストに
会いたい
頑張っている
からだ塾生の紹介

これまでの施術で、大木さんならではの面白エ
ピソードがあれば教えてもらえますか？
今から 5 年くらい前に、交響楽団の方から「海
外の音楽家に施術して欲しい」と頼まれて滞在
先のホテルで出張施術したんだけど、目の前に
チェロが置いてあったもんだから、施術が終わっ
たあとで何も考えんと「１曲弾いて下さい」っ

会いたい

う事が無いようにしたいなと思って。

一番自信を持ってやれるのはタ

妊婦さんの施術は、先日周産期講座で習った手

イ式です。

技を使うので、あとは産後すぐの方が求めるケア、

そして、2 年程勤務した頃に
初めてからだ塾の福岡講座に

産経験がなく、求めていることが詳しくわからな
いので、是非からだ塾で産後ケアみたいな講座
をやって欲しいです。

いてってリクエストしたら快く弾いてくれて、「う

はい、お店の先輩が「行った

子育てをしているお母さんとか、本当に体が疲

わー、ベリーグーッド！！」とか言って拍手とか

ら良いよ」と紹介してくれたの

れているので。この前、昔からの仲良くさせて

しちゃって（笑）。

で信じて行きました。紹介が

頂いているお客様が小さなお子様を連れてきて

なければたぶん行かなかった

下さり施術を受けられたんだけど、「こんなにリ

と思います（笑） 。
上原先生の講座が面白かった

ラックスしたの妊娠以来初かもしれない」って

ので色々受けたんですが、後

他にも 7 月に出産を控えている友達が 2 人居るん

になって上原先生からは、
「初

ですが、その 2 人も元々は施術者なので、色々と

めの頃原田さんの受講態度が

体の状況を的確に説明してくれるので、施術して

悪かった」と言われた事があ

いて勉強になります。

RELAX & REFRESH ikoi

ー 福岡市中央区ー

原田香菜 （ハラダカナ）さん

プレイ、フォーミー♪」とか言っちゃった（爆笑）
今考えたら失礼な事したんだけど、でも私の施
術を凄く気に入ってくれて、滞在中は何度もホテ
ルに呼ばれ、「ぜひドイツまで施術しに来て」と

持ち前の明るさと細やかな気遣いで、いつも周囲をハッピーにして下さる大木圭子さんのサロン

りして。なので自分の施術で

来てくれたんですよね。

そんなの知らんから、片言の英語で「プリーズ、

大木圭子（オオキケイコ）さん

れないとか、小さい子が居るから来られないとい

骨盤のケア？とかもしていきたいです。私自身出

頑張っている
からだ塾生の紹介

超有名なドイツのチェリストだったらしいんです。
ー 福岡市中央区ー

福岡
特集

タイマッサージで指名を貰った

て言っちゃって。サンサーンスの「白鳥」を弾

あとから楽団の人に聞いたら、その方は世界的に

Keiko’s Aroma

⑧
セラピストに

も言ってくれて。まあ、行かんけどね（笑）

「女性のお客様にずっと寄り添って施術をしたい」
からだ塾の受講が 15 回を超える

りました（笑）
「面白くないの

ベテラン受講生の原田香菜さん。
今年 4 月 25 日に、福岡天神の

『Keikoʼ s Aroma』は、福岡は大濠公園のほとりに立つマンションの一室にあります。（取材：石森）
左：大木さんがかつて

まずは大木さんが今のお仕事を始めたきっかけ

る事をしてあげます。からだ塾で習ったリメディ

受けたからだ塾講座で。

を教えて下さい。

アルもかなり使っています。私はリメディアルの

私は 38 歳の時に前夫を病気で亡くしたんです。

資格自体には全く興味が無く、本当に使えるも

入院闘病中、アロママッサージをしているお友

のを習いたかったんだけど、事前に施術を受け

下：サロンの施術室。
治療をするために無駄な
ものを省いてシンプルに。

達が毎週木曜日に病院まで来てくれて施術をし

たときに「これ！」と思って。

てくれていたんだけど、それが凄く気持ちよさそ

以前の『流す』施術から『静止圧を加える』施

うで。夫の癌は次第に頭にも転移して、もう私

言ってくれて。

警 固公 園 近くにオープンした
『 R E L A X & R E F R E S H i k oi 』

かと思ってった」って。でも実

まだ始めたばかりですが、この先はお店をどう

技になったらちゃんとやるの

いう風に展開していきたいですか？いずれは完

で、何なんだろうって（笑）
。

全な独立を目指しているんですか？
いや、それは全然。今のこのお店を何店舗にも

さんの店長として頑張っています。

色々な講座を受けられました

（取材：石森）

が、印象に残るものとかあり
ますか？

広げて行きたいと思っています。福岡に限らず。
今働いているスタッフが地元に帰るってなったら、
その町に『ikoi』を持ち帰りオープンするような。

五十肩講座を受けに行った前

そして、お客様が受けたい施術、スタッフがやり

原田さんはどのような経緯でこのお仕事に？

後に、四十肩・五十肩に悩んでいるお客様がとて

たい施術を柔軟に取り入れて行きたいと思ってい

術にしたことによって、症状の改善効果を本当に

元々は美容師だったんです。美容師をしている時

も多くて、お店に戻って施術したら、めっちゃで

ます。私はタイ式が好きですけど、でもタイ式に

の事しかわからなくなってたんだけど、毎朝起き

実感しています。最近は指で探さなくても肘だ

にも、ヘッドスパをしたり、肩を揉んだりしてお

きたんです！お客様の反応が物凄く良くて。四十

こだわり過ぎてないんです。

ると「今日は木曜日か？」って聞くの。マッサー

けでトリガーポイントがわかるようになってきて。

客様が「気持ち良い」と喜んでくれることが嬉し

肩とか五十肩とか言って来られたお客様が、次回

ひとつの施術に偏りすぎないようにしたいです。

ジの日か？って。

関野先生のオイル講座を受けた時にも肘の使い

いって思っていたんです。

私を指名して下さった確率はかなり高かったと思

それなら私が出来た方が良いと思って、その友

方を習ったし、「指圧応用特講」の時に上原先

怪我をきっかけに美容師をやめることになり、そ

います。

人から習って私が毎日施術するようになったの。

生が肘で施術する必要性を話していたけど、だ

の後営業の仕事をしている時にヨガをし始めて、

それがマッサージとの出会い。

んだん私も肘だけで全てを感じられるようになっ

今の仕事をやっていて良かった事は？

前夫が亡くなったあとは、とにかく息子を大学ま

てきた。今は全施術の 7 割くらいは肘を使いま

この仕事のお蔭で色んな方と出会えて、人生得

た瞬間に「あ、私これやろう」と思って。半年後

れました。スタートしてみて如何ですか？
オープンと言っても社長が他に居るので、私は店
長として雇われている形です。
「お店やらない？」

そこからタイ式マッサージと出会いました。出会っ

で行かせるために何かしなくちゃと思ってこの仕

す。指だけだと限界があるので、肘を使う施術

したと思いますね。専業主婦をしていたらママ

に仕事の契約が切れるタイミングでタイに勉強し

事を始めました。16 年間専業主婦をしていた私

を色々と習って本当によかった！

友やら PTA やらの繋がりはあってもやはり世界

に行きました。

う」と言われても困るけど、
「私がみんなに教え
るので、この施術をやりましょう」と言ってくれる

そして先月、いよいよ天神にお店をオープンさ

が狭いので。この仕事をしていなかったら出会

ネットで調べて一人でタイのスクールに入って、3

と誘われて「あ、いっすよ」みたいな軽い感じで

学 1 年の息子が、学校から帰ってきたときに家

大木さんは国内から海外から、高級リゾートや

えないような人、世界で活躍するような人に出

週間学んできました。

引き受けたんですよね。今は週一回勤務のスタッ

に居てあげたかったので、マンションで自宅サ

高級スパ等でかなりの数の施術を受けて来られ

会えている事が嬉しいですね。からだ塾の先生

ロンを始めて。施術と並行しながらアロマのイ

たと伺ってますが、その中でもここは凄いと思っ

方や石森さんにもこれをやっているから出会えた

タイから帰ってから天神のお店でお仕事を始め

責任者なので、オープン以降は全然休みを取って

ンストラクターまで資格を取って。

たとこはありますか？

んだもん！

られたんですよね。

いなく、朝から夜までずっとお店に居るので、今

からだ塾は、今からセラピストになろうという人

はい、タイから戻ったあとで何軒かタイ式のお店

は自分の時間が殆ど無いですね。家を空ける時間
が長いから、家に帰ったら飼い猫が寝かせてくれ
なくて（笑）
。

が、親子二人で生きていくためのもの。当時中

最初の1 年は 1日1人とかゼロの日もあったけど、

（即答で）水口先生！初めて大阪までリメディア

でも不思議と危機感はなくて、「いつか何とかな

ルを受けに行った時に、どこのホテルよりも凄

に大事な役割を果たしているんだから、これか

る、ゆっくり待とう」と思ってました。周囲から

いと思った。一流と言われているところにはたく

らもたくさん世に送り出して欲しい、そして業界

た天神のお店で勤めることになり、まずはタイ式

は「もっと宣伝せんといかんよ」と言われたん

さん行ったし、それこそ高いところだと 6 〜 7 万

全体の社会的な地位をもっと向上させるような

から初めて、その後ボディケアやオイルトリートメ

だけど、自宅サロンだとどこの誰かわからない

払ったこともあります。確かにどこも水準以上

役割をして下さいね。

ントの研修をお店でしてもらって。

店内は広々としてとても良い雰囲気ですね。

私が指名を頂くのはやっぱり 6 割〜 7 割はタイ式

ありがとうございます。内装

の技術はあるし環境やお店

3 年目過ぎたくらいから紹介で徐々にお客様が増え

のムードは本当に素晴らし

始めて、おかげさまで今 14 年目を迎えています。

いんだけど、私が求めてい
るマッサージはあまりなく

ご紹介のみでやられているのに予約がいっぱい

て。好みもあるので、癒し

になるのは本当に凄いですね。

を求める人は満足するんだ

私も何で来てくれるのかわかりません（笑）

と思うけど、私の好みに応

でも、マッサージの気持ち良さに感動して帰っ

えてくれた水口先 生のリメ

てもらう自信はあります。手技は特に決めず、

ディアル施術は本当に素晴

その方その方に合わせた事、その方が望んでい

らしいと思いました。

SALON DATA

Keiko’s Aroma

閑静な住宅街大濠で、ご紹介のみで
予約がいっぱいになる人気サロン

でしたね。ボディケアから入ったお客様に、次回

は緑を多く使いました。お子
様連れでも来て頂けるように
簡易ベビーベッドを入れてい
る個室があるので、マタニティ

【住所】福岡市中央区大濠
2丁目5-1-502
【予約】Tel: 090-8398-4548
（完全予約制）

のお客様にもたくさん来て欲
しいと思ってます。
私は、女性のお客様とずーっ
と付き合って行きたいんです
お部屋の角にはベビーベットが。お子様連れでも安心。

6

スタッフが居たらメニューとして是非取り入れて行
きたいと思っています。
右：タイ古式マッサージができるフロアマットのお部屋。
左：間接照明が深いリラックスを導きます。

フとかも入れると全部で 8 人です。

に施術を受けに行って。その時施術を受けに行っ

人が来るのが嫌で。

「私この施術ができるからこのメニューやりましょ

よね。妊娠したからもう来ら

3

SALON DATA

RELAX & REFRESH

ikoi

「女性のお客様にずっと
寄り添って施術をしたい」
【住所】福岡市中央区天神2-3-35
新和ビル2F
【URL】www.relaxandrefresh-ikoi.com
【予約】Tel: 092-717-1151
【営業時間】11:00〜23:00

新緑特集！

Power Spot Tour

出かけようパワースポットへ！
沖縄のコスメ『クチャ』

不思議！

PS
斎場御嶽

沖縄
斎場御嶽（せーふぁうたき）
は琉球王朝時代には国家
的な祭事が行われてきた沖
縄を 代 表する聖 地です。
現在でも「聖なる空間」
。

琉球粘土。沖縄でしか取れない泥岩です。琉球
王朝時代から、沖縄の女性たちはクチャを乾燥
させて髪洗い粉として使用したり、そのまま顔に
塗り泥パックにしていたそうです。クチャの成分
は素晴らしく、微粒子、ミネラル豊富、栄養たっぷり
なのでいまや沖縄のエステサロンで使われている
だけでなく全国の美容業界からも注目されています。

鞍馬天狗が住むという。鞍馬寺は金星から
降臨したといわれるサナトクラマ（サナート
クマラ）が異次元にいると言われています。
鞍馬山は不思議な気が満ちています。

PS
鞍馬寺

PS

Power Spot Tour

もらおう自然のパワー！

Power Spot Tour

明治神宮は、明治天皇と皇后をお祀りする
神社です。明治天皇の崩御後に、天皇を崇
敬する国民運動の声が上がり、大正 9 年に
創建されました。今や都心のオアシスとなっ
ている広大な鎮守の杜です。

PS
明治神宮

明治神宮の敷地内に『清正の井』

感じる！

東京

出雲大社

PS

京都

Power Spot Tour
PS
厳島神社

加藤清正が自ら掘ったとされています。
都会では珍しい湧水の井戸。一時期は
噂になりましたが奥の深い歴史が。

富士山

日 本 中 の 神 様 が 集う
神々のふるさと出雲神
話 の シンボル にして、
縁結びの神様です。

島根

セラピストさんの中には日頃からお世話に
なっていることも多いはず。パワースポッ
トのチカラを借りて運気を上げちゃいま
しょう。全国のパワースポットをご紹介！！

日本のシンボルとして知
られる 3776m の山。日
本三名山・日本三大霊山・
日本百名山の一つ。日本
の最高峰。

面白い！

静岡・山梨
そこで受けてみたい施術とパワースポットをセットにしてご紹介。
ハワイ島『マウナ・ケア』
（アメリカ）

世界のパワースポットへ行こう

カリフォルニア州『ビッグサー』
（アメリカ）

PS

バリ島『タナロット寺院』
（インドネシア）

伊勢神宮
ク
ボディワー
エサレン・

ロミロミ

広島
厳島神社の鎮座する厳島（宮島）は「神
に斎く（いつく = 仕える）島」という語源
のように、古代から島そのものが神として
信仰されたと考えられています。

「お伊勢さん」と親しく呼ばれています。
神宮とは、伊勢の宇治の五十鈴川のほ
とりにご鎮座の皇大神宮と、伊勢の山
田の原にご鎮座の豊受大神宮の総称
で、古くは伊勢太神宮 ( いせのおおみ
かみのみや ) ともいいました。

4

三重

ハワイで最も高い山。冬になると頂上には
何メートルもの雪が積もるため、マウナ・
ケア ( 白い山 ) と呼ばれ、女性パワーを高
めるとも言われています。先住民には神の
住む聖地でもあり、巡礼者たちが山頂を
目指してきた場所。

ビッグサーの温泉地は太平洋を臨み、波の
音の響く、温泉の湧き出る、自然豊かな風
光明媚な土地で、以前から多くの目覚めた
パイオニア達が移り住む場所。エサレンと
はかつてその地に暮らしていたネイティブ・
アメリカンの部族の名前からとったそう。

5

ジ
マッサー
バリニーズ

バリの六大寺院の一つで、海面から突き
出た巨大な岩石の上に建てられている。そ
の姿はまるで海に浮かんでいるようにも映
り、特に夕暮れ時には、夕日をバックに美
しいシルエットを魅せる、「神々が降臨す
るのにふさわしい場所」。
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Power Spot Tour
PS
厳島神社

加藤清正が自ら掘ったとされています。
都会では珍しい湧水の井戸。一時期は
噂になりましたが奥の深い歴史が。

富士山

日 本 中 の 神 様 が 集う
神々のふるさと出雲神
話 の シンボル にして、
縁結びの神様です。

島根

セラピストさんの中には日頃からお世話に
なっていることも多いはず。パワースポッ
トのチカラを借りて運気を上げちゃいま
しょう。全国のパワースポットをご紹介！！

日本のシンボルとして知
られる 3776m の山。日
本三名山・日本三大霊山・
日本百名山の一つ。日本
の最高峰。

面白い！

静岡・山梨
そこで受けてみたい施術とパワースポットをセットにしてご紹介。
ハワイ島『マウナ・ケア』
（アメリカ）

世界のパワースポットへ行こう

カリフォルニア州『ビッグサー』
（アメリカ）

PS

バリ島『タナロット寺院』
（インドネシア）

伊勢神宮
ク
ボディワー
エサレン・

ロミロミ

広島
厳島神社の鎮座する厳島（宮島）は「神
に斎く（いつく = 仕える）島」という語源
のように、古代から島そのものが神として
信仰されたと考えられています。

「お伊勢さん」と親しく呼ばれています。
神宮とは、伊勢の宇治の五十鈴川のほ
とりにご鎮座の皇大神宮と、伊勢の山
田の原にご鎮座の豊受大神宮の総称
で、古くは伊勢太神宮 ( いせのおおみ
かみのみや ) ともいいました。

4

三重

ハワイで最も高い山。冬になると頂上には
何メートルもの雪が積もるため、マウナ・
ケア ( 白い山 ) と呼ばれ、女性パワーを高
めるとも言われています。先住民には神の
住む聖地でもあり、巡礼者たちが山頂を
目指してきた場所。

ビッグサーの温泉地は太平洋を臨み、波の
音の響く、温泉の湧き出る、自然豊かな風
光明媚な土地で、以前から多くの目覚めた
パイオニア達が移り住む場所。エサレンと
はかつてその地に暮らしていたネイティブ・
アメリカンの部族の名前からとったそう。

5

ジ
マッサー
バリニーズ

バリの六大寺院の一つで、海面から突き
出た巨大な岩石の上に建てられている。そ
の姿はまるで海に浮かんでいるようにも映
り、特に夕暮れ時には、夕日をバックに美
しいシルエットを魅せる、「神々が降臨す
るのにふさわしい場所」。

福岡
特集

閑静な住宅街大濠で、ご紹介のみで
予約がいっぱいになる人気サロン

⑦
セラピストに
会いたい
頑張っている
からだ塾生の紹介

これまでの施術で、大木さんならではの面白エ
ピソードがあれば教えてもらえますか？
今から 5 年くらい前に、交響楽団の方から「海
外の音楽家に施術して欲しい」と頼まれて滞在
先のホテルで出張施術したんだけど、目の前に
チェロが置いてあったもんだから、施術が終わっ
たあとで何も考えんと「１曲弾いて下さい」っ

会いたい

う事が無いようにしたいなと思って。

一番自信を持ってやれるのはタ

妊婦さんの施術は、先日周産期講座で習った手

イ式です。

技を使うので、あとは産後すぐの方が求めるケア、

そして、2 年程勤務した頃に
初めてからだ塾の福岡講座に

産経験がなく、求めていることが詳しくわからな
いので、是非からだ塾で産後ケアみたいな講座
をやって欲しいです。

いてってリクエストしたら快く弾いてくれて、「う

はい、お店の先輩が「行った

子育てをしているお母さんとか、本当に体が疲

わー、ベリーグーッド！！」とか言って拍手とか

ら良いよ」と紹介してくれたの

れているので。この前、昔からの仲良くさせて

しちゃって（笑）。

で信じて行きました。紹介が

頂いているお客様が小さなお子様を連れてきて

なければたぶん行かなかった

下さり施術を受けられたんだけど、「こんなにリ

と思います（笑） 。
上原先生の講座が面白かった

ラックスしたの妊娠以来初かもしれない」って

ので色々受けたんですが、後

他にも 7 月に出産を控えている友達が 2 人居るん

になって上原先生からは、
「初

ですが、その 2 人も元々は施術者なので、色々と

めの頃原田さんの受講態度が

体の状況を的確に説明してくれるので、施術して

悪かった」と言われた事があ

いて勉強になります。

RELAX & REFRESH ikoi

ー 福岡市中央区ー

原田香菜 （ハラダカナ）さん

プレイ、フォーミー♪」とか言っちゃった（爆笑）
今考えたら失礼な事したんだけど、でも私の施
術を凄く気に入ってくれて、滞在中は何度もホテ
ルに呼ばれ、「ぜひドイツまで施術しに来て」と

持ち前の明るさと細やかな気遣いで、いつも周囲をハッピーにして下さる大木圭子さんのサロン

りして。なので自分の施術で

来てくれたんですよね。

そんなの知らんから、片言の英語で「プリーズ、

大木圭子（オオキケイコ）さん

れないとか、小さい子が居るから来られないとい

骨盤のケア？とかもしていきたいです。私自身出

頑張っている
からだ塾生の紹介

超有名なドイツのチェリストだったらしいんです。
ー 福岡市中央区ー

福岡
特集

タイマッサージで指名を貰った

て言っちゃって。サンサーンスの「白鳥」を弾

あとから楽団の人に聞いたら、その方は世界的に

Keiko’s Aroma

⑧
セラピストに

も言ってくれて。まあ、行かんけどね（笑）

「女性のお客様にずっと寄り添って施術をしたい」
からだ塾の受講が 15 回を超える

りました（笑）
「面白くないの

ベテラン受講生の原田香菜さん。
今年 4 月 25 日に、福岡天神の

『Keikoʼ s Aroma』は、福岡は大濠公園のほとりに立つマンションの一室にあります。（取材：石森）
左：大木さんがかつて

まずは大木さんが今のお仕事を始めたきっかけ

る事をしてあげます。からだ塾で習ったリメディ

受けたからだ塾講座で。

を教えて下さい。

アルもかなり使っています。私はリメディアルの

私は 38 歳の時に前夫を病気で亡くしたんです。

資格自体には全く興味が無く、本当に使えるも

入院闘病中、アロママッサージをしているお友

のを習いたかったんだけど、事前に施術を受け

下：サロンの施術室。
治療をするために無駄な
ものを省いてシンプルに。

達が毎週木曜日に病院まで来てくれて施術をし

たときに「これ！」と思って。

てくれていたんだけど、それが凄く気持ちよさそ

以前の『流す』施術から『静止圧を加える』施

うで。夫の癌は次第に頭にも転移して、もう私

言ってくれて。

警 固公 園 近くにオープンした
『 R E L A X & R E F R E S H i k oi 』

かと思ってった」って。でも実

まだ始めたばかりですが、この先はお店をどう

技になったらちゃんとやるの

いう風に展開していきたいですか？いずれは完

で、何なんだろうって（笑）
。

全な独立を目指しているんですか？
いや、それは全然。今のこのお店を何店舗にも

さんの店長として頑張っています。

色々な講座を受けられました

（取材：石森）

が、印象に残るものとかあり
ますか？

広げて行きたいと思っています。福岡に限らず。
今働いているスタッフが地元に帰るってなったら、
その町に『ikoi』を持ち帰りオープンするような。

五十肩講座を受けに行った前

そして、お客様が受けたい施術、スタッフがやり

原田さんはどのような経緯でこのお仕事に？

後に、四十肩・五十肩に悩んでいるお客様がとて

たい施術を柔軟に取り入れて行きたいと思ってい

術にしたことによって、症状の改善効果を本当に

元々は美容師だったんです。美容師をしている時

も多くて、お店に戻って施術したら、めっちゃで

ます。私はタイ式が好きですけど、でもタイ式に

の事しかわからなくなってたんだけど、毎朝起き

実感しています。最近は指で探さなくても肘だ

にも、ヘッドスパをしたり、肩を揉んだりしてお

きたんです！お客様の反応が物凄く良くて。四十

こだわり過ぎてないんです。

ると「今日は木曜日か？」って聞くの。マッサー

けでトリガーポイントがわかるようになってきて。

客様が「気持ち良い」と喜んでくれることが嬉し

肩とか五十肩とか言って来られたお客様が、次回

ひとつの施術に偏りすぎないようにしたいです。

ジの日か？って。

関野先生のオイル講座を受けた時にも肘の使い

いって思っていたんです。

私を指名して下さった確率はかなり高かったと思

それなら私が出来た方が良いと思って、その友

方を習ったし、「指圧応用特講」の時に上原先

怪我をきっかけに美容師をやめることになり、そ

います。

人から習って私が毎日施術するようになったの。

生が肘で施術する必要性を話していたけど、だ

の後営業の仕事をしている時にヨガをし始めて、

それがマッサージとの出会い。

んだん私も肘だけで全てを感じられるようになっ

今の仕事をやっていて良かった事は？

前夫が亡くなったあとは、とにかく息子を大学ま

てきた。今は全施術の 7 割くらいは肘を使いま

この仕事のお蔭で色んな方と出会えて、人生得

た瞬間に「あ、私これやろう」と思って。半年後

れました。スタートしてみて如何ですか？
オープンと言っても社長が他に居るので、私は店
長として雇われている形です。
「お店やらない？」

そこからタイ式マッサージと出会いました。出会っ

で行かせるために何かしなくちゃと思ってこの仕

す。指だけだと限界があるので、肘を使う施術

したと思いますね。専業主婦をしていたらママ

に仕事の契約が切れるタイミングでタイに勉強し

事を始めました。16 年間専業主婦をしていた私

を色々と習って本当によかった！

友やら PTA やらの繋がりはあってもやはり世界

に行きました。

う」と言われても困るけど、
「私がみんなに教え
るので、この施術をやりましょう」と言ってくれる

そして先月、いよいよ天神にお店をオープンさ

が狭いので。この仕事をしていなかったら出会

ネットで調べて一人でタイのスクールに入って、3

と誘われて「あ、いっすよ」みたいな軽い感じで

学 1 年の息子が、学校から帰ってきたときに家

大木さんは国内から海外から、高級リゾートや

えないような人、世界で活躍するような人に出

週間学んできました。

引き受けたんですよね。今は週一回勤務のスタッ

に居てあげたかったので、マンションで自宅サ

高級スパ等でかなりの数の施術を受けて来られ

会えている事が嬉しいですね。からだ塾の先生

ロンを始めて。施術と並行しながらアロマのイ

たと伺ってますが、その中でもここは凄いと思っ

方や石森さんにもこれをやっているから出会えた

タイから帰ってから天神のお店でお仕事を始め

責任者なので、オープン以降は全然休みを取って

ンストラクターまで資格を取って。

たとこはありますか？

んだもん！

られたんですよね。

いなく、朝から夜までずっとお店に居るので、今

からだ塾は、今からセラピストになろうという人

はい、タイから戻ったあとで何軒かタイ式のお店

は自分の時間が殆ど無いですね。家を空ける時間
が長いから、家に帰ったら飼い猫が寝かせてくれ
なくて（笑）
。

が、親子二人で生きていくためのもの。当時中

最初の1 年は 1日1人とかゼロの日もあったけど、

（即答で）水口先生！初めて大阪までリメディア

でも不思議と危機感はなくて、「いつか何とかな

ルを受けに行った時に、どこのホテルよりも凄

に大事な役割を果たしているんだから、これか

る、ゆっくり待とう」と思ってました。周囲から

いと思った。一流と言われているところにはたく

らもたくさん世に送り出して欲しい、そして業界

た天神のお店で勤めることになり、まずはタイ式

は「もっと宣伝せんといかんよ」と言われたん

さん行ったし、それこそ高いところだと 6 〜 7 万

全体の社会的な地位をもっと向上させるような

から初めて、その後ボディケアやオイルトリートメ

だけど、自宅サロンだとどこの誰かわからない

払ったこともあります。確かにどこも水準以上

役割をして下さいね。

ントの研修をお店でしてもらって。

店内は広々としてとても良い雰囲気ですね。

私が指名を頂くのはやっぱり 6 割〜 7 割はタイ式

ありがとうございます。内装

の技術はあるし環境やお店

3 年目過ぎたくらいから紹介で徐々にお客様が増え

のムードは本当に素晴らし

始めて、おかげさまで今 14 年目を迎えています。

いんだけど、私が求めてい
るマッサージはあまりなく

ご紹介のみでやられているのに予約がいっぱい

て。好みもあるので、癒し

になるのは本当に凄いですね。

を求める人は満足するんだ

私も何で来てくれるのかわかりません（笑）

と思うけど、私の好みに応

でも、マッサージの気持ち良さに感動して帰っ

えてくれた水口先 生のリメ

てもらう自信はあります。手技は特に決めず、

ディアル施術は本当に素晴

その方その方に合わせた事、その方が望んでい

らしいと思いました。

SALON DATA

Keiko’s Aroma

閑静な住宅街大濠で、ご紹介のみで
予約がいっぱいになる人気サロン

でしたね。ボディケアから入ったお客様に、次回

は緑を多く使いました。お子
様連れでも来て頂けるように
簡易ベビーベッドを入れてい
る個室があるので、マタニティ

【住所】福岡市中央区大濠
2丁目5-1-502
【予約】Tel: 090-8398-4548
（完全予約制）

のお客様にもたくさん来て欲
しいと思ってます。
私は、女性のお客様とずーっ
と付き合って行きたいんです
お部屋の角にはベビーベットが。お子様連れでも安心。

6

スタッフが居たらメニューとして是非取り入れて行
きたいと思っています。
右：タイ古式マッサージができるフロアマットのお部屋。
左：間接照明が深いリラックスを導きます。

フとかも入れると全部で 8 人です。

に施術を受けに行って。その時施術を受けに行っ

人が来るのが嫌で。

「私この施術ができるからこのメニューやりましょ

よね。妊娠したからもう来ら

3

SALON DATA

RELAX & REFRESH

ikoi

「女性のお客様にずっと
寄り添って施術をしたい」
【住所】福岡市中央区天神2-3-35
新和ビル2F
【URL】www.relaxandrefresh-ikoi.com
【予約】Tel: 092-717-1151
【営業時間】11:00〜23:00

u-balからだ塾代表：

上原健志

（うえはらたけし）

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

「トレーナーから見る
セラピスト」②

からだのはなし
チカラ

骨格筋は関節を挟んで骨の両側に対になって

前回は「カウンセリング力」
、2 回目の今回は『判

ついており、一方の筋肉が縮むと、反対側の

断力』のお話です。トレーナーとして現場にいます

ic

は、転んで膝を痛めた選手がいました。本人はプ

今年も、あっと言う間に半年が過ぎようとし

ら、目標はクリア出来るって事です。

ています。
「年を取ると、1 年が早いわ〜」と、お客様
と次回のご予約の度に話しています。

きっと、昨年末は、来年はコレをしよう。こ

レーを続行を希望しましたが、私の判断はドクター

成人男性では 200kg も！！

ストップでした。結果、膝の前十字靭帯断裂で、靭帯の移植手術となりました。

骨格筋は力持ちですが、普段は防御本能を

別の試合では、
ヘディングで相手の頭と激突。様子をみることも出来ましたが、

セーブしているため、半分にも満たない力しか

私は救急車を呼ぶ判断をしました。結局顔面の眼窩底骨折で、めくれあがっ

出していません。ところが火事などの災害と

「忙しかったから、できなかった」

た骨に眼球の筋肉が絡んだ状態、即手術となりました。

いったいざという時にはアドレナリンや副腎

「機会に恵まれなかったからなぁ」

どのような施術をするか、術を避けるべきか、たくさんの判断をセラピスト

皮質ホルモンが大量に分泌され、興奮と緊張、鎮静 作用

「やろうと思ってたのに、家族の事で出来なく

の現場でも迫られます。知識はもちろん、最も大事なのは『経験値』と、
思い切った『決断力』です。前者は過去にいかに多くのイレギュラーに遭遇
してきたかが問われます。そして後者は判断によっては職を辞してでも責任
を取る、と言う「覚悟」が必要です。逆に言えば、どうしよう・・と言う曖
昧な状態が一番危険です。
あなたの判断力はどうですか？ちょっと考えてみてください。

などによってセーブが解除されるため、全ての筋肉が使用
可能となります。これがいわゆる「火事場の馬鹿力」で、
成人男性では 200 キロも持ち上げる力が出ます。しかし
今回の特集のパワースポットに行けば、パワーはみなぎる

うなりたい！って、目標設定しましたよね。
その進捗は、いかがでしょうか。

野より教わって以来ファンになり、度々皆んなで買ってはおやつにしてい

これなら、無理は無いですよね。

る「山田家」の人形焼。卵とハチミツの甘い香りに誘われて、ついつい

魔法使いじゃない限り、今まで何もして

手が伸びます。鶏卵・食品問屋の山七食品を母体とする「山田家」の

こなかったのに、急に物事が成功するな

今から約 8 年前、私はスパスクールで講師をしていたのですが、外部講師だった
上原先生とはその時に知り合いました。今と変わらず変顔していました ( 笑 )。そ
の頃上原先生は「からだ塾」を始めた時で、会場として教室を貸す事になり直ぐ
に事務局石森さんと出会いました。懐かしいです。
私が u-bal で働くことになったのは、前職を辞めてから半年経った頃、上原先生
に仕事の相談をしたのがきっかけで「からだ塾でオイル講座の講師をやってみな
い？」と誘って頂いたからです。昔から困っている時に手を差し伸べて下さる、
私の救世主なのです！
次に事務局井出さんとの出会いは、スパス

←８年前の夏。
専門学校
勤務時代。

クール時代の私と上原先生の教え子なので

はいさい！ からだ塾の新たなスタッフとして仲間入りしました
小磯郁子と申します。
約 17 年前にリフレクソロジーからスタートして、その後は様々

て…」
そんな風に思った方、それは、貴女が、出来
ない理由をいつも探しているから、物事が進
まないんです。

金子洋子 Yoko

います。両立で心がけてきたことは長期間続けていくに
は家庭と仕事をどちらも頑張り過ぎないことで自分に無

広美（なかむら ひろみ）さん

に関する情報には敏感でした。１０年ほど前、運動不

Q3：前期マジックハンズ・セラピストアカデミーでも
解剖生理学を学んで最年長で合格し、ITEC の資格を
取得されました。ご年齢で思うことや女性ならではの
視点でご感想をお聞かせください。
５０歳を過ぎての試験は想像以上に暗記力が衰えてい

いるのに毎日かかさずやっていることがあります。

もお嫁ちゃんと洋服の貸し借りができる体型を維持して
入浴時に全身を手でやさしくなぜるように洗うことです。
身体の外側から内側にむかって洗ってくる、これだけでリ
ンパが流れます。
「その日の疲れはその日のうちに！」
です。
【中村さんのプロフィール】
義 母、夫、息子 夫 婦、孫２人の７
人家族にワンコ３匹。ヘアーサロン
ナカムラにてスタイリスト / ヘル
シーリンパ協会養成講師 / インナー
ストレッチインストラクター。
「一人
ひとりのお客様の身体と向き合う
ことを大切に施術していきます。
」

仕事や家庭でひと段落した同年代の女性に自分のため
にも家族のためにも身体のことが理解できる解剖生理

事務局モリモリの

その

こで出会ったんですか？﹂というご質問

◆懇親会の時︑﹁上原先生と石森さんはど

20

をよくいただきます︒私と上原の出会い

22

は 年前︑お互い大学生の時にしていた

9

アルバイト先のコールセンター︒夜 時

〜朝 時まで︑全国から掛かってくるフ

リーダイヤルの受付業務をしていました︒

◆当時の上原は︑朝から学校に行き︑部

3

活のサッカーをしてからバイト先に来

て︑仕事の合間に 時間弱の仮眠を取り

翌朝そのまま学校に行くというハードな

生活で﹁この人本当にタフだな﹂と思っ

7

ていました︒今でもその思いはあまり変

わっていませんが︵笑︶

◆
﹁就活はせずに柔道整復師を目指す﹂

と言っていた上原と︑その後しばらく会

う機会が無かったのですが︑数年後に飲

み会で再会︒彼はすでに柔整師になって

いて独立開業をしていました︒たまたま

住まいが近かった事もあり︑私の空き時

5

学を勉強されることを勧めます。

間に少しずつ仕事を手伝う事になり︑２

００８年に会社を設立︒その年の 月に

至っています︒

2

﹁からだ塾﹂の講座をスタートし現在に

さいね♪

◆バイト先での出会いがきっかけで数年

あったら、ぜひ！ぜひ！お声をかけて下

後に一緒に仕事をす

しゃった時に、小磯を見かけることが

がリンパがスムーズに流れるために必要です。私が現在

分の人生の中で大切な思い出となりました。

Q2：現在のお仕事の内容を教えてください。ご家庭とお
仕事の両立について心がけていることなどはありますか。
亡くなった義父からあとを継いだ主人と理美容を自営で

るようになり︑それ

たいですね。

すが、今後みなさんが講座などでいらっ

い睡眠、適度な運動、ストレスを溜めない基本的な生活

理なくセーブしながらやっていくことだと思います。

でも諦めないで勉強した期間はとても充実していて自

教えてもらい一緒に受講したのがきっかけです。

まで私には全く縁の

上：昨年の
MHアカデミー
入学式で。
左：昨年の忘年会
での様子。

Q4：
「リンパ」においての注意点や、ためになるとっ
ておきの情報を教えてください！
特別なことはありません。バランスのいい食事、質のい

て本当に大変でした。

けです。からだ塾は指導させてもらった生徒さんから

なかったセラピスト

セミナールームには時々顔を出す程度で

一会を大切にし、素敵な輪を広げていき

会の養成講師として生徒さんたちの指導もさせてもらって

Q1：この世界に入ったきっかけと、初めてからだ塾に
参加したきっかけを教えてください。
１７歳のときからメスが５回も入る身体でしたので健康

の素敵な方々と全国

普段はマジックハンズのサロンでセラピストとして働いていて、

達セラピストは、日々いろんなお客様と出
んな所で繋がる事が多いですよね。一期

静岡県：中村

で出会えている今︒

るからだ塾との出会いが大きいです！

間、u-bal チームが出来上がりました。私
会います。また、この業界は狭いので色

やりながらリンパマッサージの施術もやらせてもらい、協

ニュースな受講生たち

上原健志との不思議

このようなご縁でジョニー君と愉快な仲

Kaneko

・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

受講生インタビュー 第 4 回

な縁にも感謝してい

るのは、どんなジャンルのセラピストでもステップアップでき

買っていってはいかがでしょうか。

へと導きますよ。

ダメなんです。

ます︒

セラピストは一生学べるといいますが、飽き性の私が続けてい

巡り巡って一緒に働く事となったのです。

錦糸町に立ち寄った際にはお土産に

リンパドレナージュセラピスト

スローペースです (^^;

す！卒業後から何かとご縁がありまして、

が残ります。これに加えて「三笠山（みかさやま）」と餡なしの「紅葉」

「成功するセラピスト」

が身体にいいらしい」と聞き勉強を始めたのがきっか

りからはアクティブに思われますが、普段はどちらかというと

いてけ掘』に登場する「狸（たぬき）」と『津軽太鼓』の「太鼓」のみ
の４種類がザ・山田家の人形焼です。

メイドの施術がしたい！という気持ちになり、リメディアルセラ

半ほど、そしてこの度東京へと拠点を移していることから、周

焼き上がりの良さや折り詰めにした際の納まりの良さから、今では『置

こんな習慣が、貴女を

足解消に通っていたジムの更衣室で「リンパマッサージ

旅好きでもあり、出身地である大阪から大好きな沖縄に８年

が焼かれています。元々は七不思議全てに因む型があったそうですが、

をつけてみましょう。

なホテルスパで働くなかで、マニュアル通りではないオーダー
ピーを始めからだ塾でたくさん学ばせてもらいました。

いてけ堀』の錦糸堀で知られた場所とあって、七不思議に因む人形焼

出来る方法を探す事に頭を活用させる癖

たんだって！

セラピスト：小磯郁子（こいそいくこ）

江戸の本所七不思議の１つ「おいてけ〜おいてけ〜」で有名な昔話『置

そして、日常的に、出来ない理由は探さず、

でもね、ゼロをイチにする為には、1 日じゃ

その④『人とのご縁と繋がり』

ここ東京・錦糸町の名物になっています。

しょう。

これを読んで、目標を思い出して

が入らないかもしれませんね。

『自己紹介』

創業は昭和 26 年。鶏卵を生かせる商売として始めた人形焼が、今では

んて事は、絶対ありません。

そう思ってる人も、居るでしょうね。

講師：関野実麻（せきのみお）

「錦糸町駅前に、とっても美味しい老舗の人形焼の店がある」と講師関

目標をクリアするための時間に変えま

いやいや、そうは言っても、ホントに忙しかっ

琉球から吹く風だより

【第 4 回】山田屋 （人形焼）

いから、自分の目標の為に時間を使った

そ の「出 来 ない 理 由を探 す」時 間 を、

かもしれませんが違う意味 ... 返ってリラックスしてチカラ

Lomi Lomio TSUSHIN

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

逆を返せば、1 日に 5 分でも 10 分でもい

ところで今年の目標はクリア出来ていますか？

が曲がる仕組みです。

第４回

できない理由を探していませんか？

筋肉がその反動で伸びる。これによって関節

と、様々なアクシデントに遭遇します。先の合宿で

錦糸 町

「更年期セラピー講座」の金子洋子先生による

s
セラピスト学 ベーシック
Ba

の

「火事場のバカ力」は実在する？！

NOW

be a
therapist!

4

事務局：
石森啓之

【出会い】

KかSら だ 塾 ス ケ ジ ュ ー ル
http://www.u-bal.com/ 受講申込 /

＜2015年＞

お申込は HPをチェック

http://www.magichands-ac.jp/ 募集要項 / お問い合わせ /

【大阪】6/11( 木 )『筋肉のしこりを取る、トリガーポイント療法』
【大阪】6/13( 土 )『セラピストによる睡眠セミナー美人は夜つくられる』

からだ 塾 の講 座 報 告
KH

2015 年 4 月、5 月は興味深い新

たな企画が目白押しでした。ま
れる？！」
。高橋先生の美と健康

【東京】6/23( 木 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』ホットストーン講座・ボディ講座

を追求する姿勢が伺える講座で

【東京】6/24( 火 )『リンパの流れを整える！リンパ施術デビュー講座』

す。お次は
「ベッドでできる！テー

【東京】6/25( 木 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』アロマブレンディング講座
【東京】6/27( 土 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』フェイシャル講座・ボディ講座
【東京】6/30( 火 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』第 1 次願書締切

ブルタイマッサージ」
講座。小笠原先生は
タイに造詣が深く、
質問に何でも答えて
くれますよ！

【大阪】7/7( 火 )『筋肉集中講座』
・8( 水 )『5 つの疾患と 5 つの対処法』

←札幌から始まりまし

【沖縄】7/7( 火 )・8( 水 )『女性による女性のための、更年期セラピー』

た今年のマーティ松
本先生の「トリガーポ
イント講 座」
。東 京、
大阪と廻り大盛況！

【札幌】7/13( 月 )『筋肉集中講座』
・14( 火 )『腰痛集中講座』
【札幌】7/15( 水 )『からだを分析するスペシャリストになる！機能解剖学』
【東京】7/14( 火 )・7/15（水）
『周産期解剖生理学講座 2days』
【東京】7/21( 火 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』リンパ講座・ボディ講座
【東京】7/24( 金 )『オイル施術デビュー講座』・『腕と肘だけを使う、オイル 6 手技』
【東京】7/25( 土 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』フェイシャル講座・ホットストーン講座
【東京】7/31( 金 )『マジックハンズ・セラピストアカデミー』第２次願書締切
【東京】8/4( 火 )『筋肉集中講座』
・5( 水 )『腰痛集中講座』

編集後記
H
K

からだ塾通信編集部・事務局 井出笙子

パワースポットとよく言葉にしますが、みなさんそれぞれの認識
があるようですね。私にとってのパワースポットは関東近郊の
有名な温泉町 K です〜。いままで 3 回訪れたホテルのお庭に、
たまにニホンカモシカが現れるそうで、スタッフの方も見られ

JO次 号 の お し ら せ

たらラッキーと言っている位のところ、私は毎回ニホンカモシカ
さんに出会えています。露天風呂の庭の先で人を気にせず新芽

次号は 2015 年 8 月 1０日発行です。特集は「水 -water-」。
私たちに欠かせない「水」と「からだ」の関係をさぐります。

をモグモグ食べているカモシカを見ながらお湯に入っている私。

・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。トップメニューの「セラピストサポート」のページをご覧下さい。
・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。

スポット」でした。

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

9 月入学生募集開始！！
2015年9 月からスタートする第３期の募集要項が発表
されました。詳しくは HP をご覧ください。資料請求
も承ります！ご応募お待ちしております。

Tel : 03-6659-6567

事務局井出まで

第４号

Karadajuku
Tsushin

Power Spot Tour
新緑特集

出かけようパワースポットへ！
もらおう自然のパワー！

みなさんも良い気をもらいに出かけてみてはいかがでしょうか。
何かが開けそうな気がしませんか。

AK アンケートの声

（肩こり集中講座）
（オイルトリートメント講座）

www.u-bal.com
アカデミーでの勉強は楽しく厳しく進行中 ...

主な資格取得コース

マジックハンズ・セラピストアカデミーの解剖生
・ITEC 解剖生理学

理学コース。今期は実技もたくさん取り入れて学

・ITEC ホリスティックマッサージ

んでいます。通学生も毎回ワイワイ楽しく盛り上

・ITEC フェイシャルスキンケア

げてくれますが、通信生も存在をアッピールして

・ITEC ストーンセラピー

頂いてますよ！質問メールが来たり小テストの解

・ITEC リンパドレナージュ

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

深呼吸をして良い空気を頂きました。とてもほっこりする
「パワー

（筋肉集中講座）

www.magichands-ac.jp

KARADAJUKU
T S U S H I N

ずは睡眠講座「美人は夜つくら

【金沢】6/15（月）
・16（火）
『女性による女性のための、更年期セラピー』

【福岡】6/24( 水 )・6/25（木）
『ベッドでできる！テーブルタイマッサージ 2days』

No.004

（2015 年 6 月 10 日発行）

答が毎日どんどん届きます。たまには
泣きのお手紙も入っていますが ww。

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（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

・講師のコラム、受講生インタビュー、情報コーナー ほか
・セラピストに会いたい

福岡特集（⑦keikoʼ s Aroma ⑧Relax & Refresh ikoi)

・マジックハンズ・セラピストアカデミー 9 月入学生募集！

TAKE
F R EE!

