207

3

MARCH 2019

オ・ト
・
ク
お・と・
く

！
得々！

2019
より
だ

洗髪・シャンプー で
お悩み改善

毎日のケアで頭皮と髪を健康に
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ちょこっと一服
いかがかな？

「東大寺二月堂修二会」
撮影場所／東大寺二月堂（奈良市）

東大寺二月堂 修二会
3月1日（金）〜14日（木）

今年で1268回目になる東大寺二月堂修二会
（お水取り）
。参籠される練行衆の足元を照ら
すお松明も童子に支えられ継承されています。
全長6ｍ以上もある大きなお松明、早い時間に
行くと作っているところを見られますよ♪

＊現場ではマナー・注意を守って参拝を

奈良の風景
・
撮り回って 行事を
います♪

今月のカメラマン： 辰巳 利之さん
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毎月25日デジタルパンフレット配信！

毎日のケアで頭皮と髪を健康に

S HOP
07… S H O P ☆ S H O P

04 洗髪・シャンプーで

M AN

お悩み改善!!

02… 自然と暮らす

倉本酒造株式会社／倉本隆司さん

08

42… かわいいな

お抹茶しましょ

R EGULARS 連載記事

17… トドの毒舌
18… Boze数珠つなぎ

12 椿だより2019

高野山真言宗 瑜祗山 東福寺／西浦寛樹 師

20… 新日本妖怪紀行
22… タウンニュース
24… スポーツ大好き

終活特集第20弾

34 人生100年時代のマネープラン
45

「奈良二名会」
「馬見ブラザーズ」

26… 読者のお便りFREE TALK＆ちさとの星占い
28… クロスワードパズル＆まめちしき
29… インフォメーション

感謝を込めて増量中

yomi っこクーポン！

「MUSEUM」「ART」「PLAY」「EVENT」

ならきちグッズ

大好評
発売中
絵図屋にて

33… となりのお昼ごはん メディカルプラザ 薬師西の京
34… 2019円の旅 ー 石仏が点在する滝坂の道を歩く ー
39… わんにゃん
40… 伊賀もん BUSH！／藪卓哉 さん
43… プレゼント
44… こちら編集部

https://ynl.co.jp
ボールペン、
マスコットetc

https://narakko.love

表紙写真／町家茶屋 古伊、船宿寺、あきののゆ
本誌で掲載している価格表示は、原則的に税込みです（特に明示あるものを除く）

毎 日 のケ ア で頭 皮 と髪 を健 康 に

・

お悩み改善

値 の関係

ゴ
ワ
ゴ
ワ
毛
薄毛

で

﹁ボリュームがなくなった﹂
﹁ハリ、コシが低下した﹂
﹁抜け毛が気に
なる﹂など、髪の悩みは尽きないもの。頭皮や毛髪に何らかの変化
を感じれば、それはエイジングのサインかも……。そこで、今回は
毎日行うヘアケアの基本﹁洗髪・シャンプー﹂をピックアップ。
シャンプーの選び方や、頭皮と髪に優しい洗髪の手順など、知って
るようで知らない﹁洗髪・シャンプー﹂について深掘りしてみよう。

髪と
強

！
！

1960年代、団地ブームが
シャンプーを普及させた!?

ブリーチパウダー

ヘアカラー

パサパサ毛

シャンプーが普及したのは1960年代の団
地ブームがきっかけとの説がある。それまで
風呂のある家は少なく、銭湯に行くのが一般
的だった。銭湯での洗髪は追加料金が必要
だったこともあり、洗髪を控える人も多かっ
たそう。団地の各家庭に内風呂が備えられ
たことで、自宅で気軽に洗髪ができるように
なり回数も増えていった。以前は固形せっけ
んで髪を洗っていたのが、粉シャンプーにな
り、液体のシャンプーが開発されたことで洗
髪がより身近になったそう。

●奈良県最大規模のオーガニック専門店●
無添加の食品と雑貨のことなら、おまかせを！

★女性専用

お得なお知らせ
配信中。登録を！

0120-88-4436

大和郡山市杉町35-1
西谷建設ビル1階
12：00〜22：00 ●完全予約制
水・日曜、第 2 土曜
あり

奈良市／自然食品・天然素材の日用品

葛城市／美容室

美容おしみ

毎日おいしいオーガニック

かんとりい

ダメージヘアに、髪の化粧水！
初日からしっとりツヤ髪を実感

翌朝髪の毛が
ツルツルに。
もぅビックリ！
／スタッフ長坂さん

プリスティーンプラス®
カミミスト
250㎖ 2,300円（税別）

体にいいもの、環境に優しいものを揃
える同店のロングヒット
“髪の化粧水”こと
「カミミスト」。ドライヤー前にスプレー
すれば、アルガンオイル配合の高密度安
定純水が髪の奥にまで浸透。パサパサ
だった髪が、翌朝にはツヤツヤしっとり
に。初回から実感できるよ。
学研奈良 ↑R163
登美ヶ丘
●
登美ヶ丘北中

★ ココ
テニスコート
●

パン屋 ● ま大通り
や
なら

お得なお知らせ
配信中。登録を！

0742-43-6629

奈良市東登美ヶ丘4-16-5
10：00〜19：00
月曜
なし

E STYLE MASADA

5歳若く、美しいスタイル提案
頭皮・頭髪の悩みもおまかせ！
美容師歴40年の店主が手掛けるヘアサ
ロン。
“5歳若く、美しく”その人らしいス
タイル提案が信条だ。毛穴の詰まりを
しっかり落とすシャンプー時のマッサー
ジも好評で、
「頭皮に優しい帽子のかぶり
方」など頭皮・頭髪の悩みに細やかなア
●美容・理容おしみスタッフ(パート可)募集中！
ドバイスも！
アシスタントもOK！
詳しくはお問い合わせを

MENU

●

葛城市
歴史

近鉄御所線
忍海

ホテル

↓R25

パーマ・シス系

●

パーマ・チオ系

★ 薬局

ココ

消防署
警察署
R24→

海水

●

石けん水

有効期限● 〜2019.3.30

●

９

ソティル（15ml）1本プレゼント

●

杉町

14

（pH）

キューティクル
が開き、熱や摩
擦に対して抵抗
力がなくなる。

ツルツル毛

イオンモール

検索

中性

菊岡漢方薬

上記メニュー施術で…

108

水道水

★ココ

整体＋ソティル・クイックお疲れケア（75分）
初回7,500円 ⇒ 4,500円（税別）

●

13

アルカリ性が強過ぎると

髪の毛にとって
一番健康な状態。

優しいタッチの整体で全身バランスを
整えてめぐりを良くしたら、
「塗るイオン
サプリ」といわれるソティルでトリート
メント。こわばった頭皮や筋肉をゆるめ
てほぐし、代謝や血流にアプローチ。モ
チッとツヤ、コシのある美髪へと導いて
くれる。
オークワ

12

【姉妹店】八木本店
0744-25-8851
橿原市八木町1-11-7

まりの手

ココ

８

奈良町
庚申堂 ●

奈良市中新屋町3
9：00〜19：00
月曜（祝日は営業）

毛が引き締まり感
触は硬く、きしみ
の原因に。
ゴワゴワ毛

弱酸性

女性院長による女性のための整体
疲れ・緊張・コリをリセット

MENU

７

元興寺

酸性が強過ぎると

11

アルカリ性

弱酸性ヘアカラー

猿沢池

下御門商店街

コーヒー

もちいどの商店街

三条通

６

温浴+整体

５

←JR奈良駅

FAX 0742-26-5804
kanpou@kiku.co.jp

奈良→

ヘアマニキュア

東向通

★
学園前
←生駒
帝塚山学園

↑近鉄郡山

05

0742-22-6611

南都BK

●

0742-51-6855

酸性

10

奈良市学園北1-1-11イヴビル1階
10：00〜18：00
木・日曜、
祝日
あり

大和郡山市／温浴・整体

※処方は1日500円〜

やすらぎの道

二十四代目の菊岡泰政先生

漢方相談で、
無料試飲できます！

大阪ガス

●

パラディ

腎虚（腎臓の弱り）を改善する漢方処方
六味地黄丸（ろくみじおうがん）
八味地黄丸（はちみじおうがん）
牛車腎気丸（ごしゃじんきがん）

近鉄奈良

相談専用LINEを
新規開設。登録を！

ビール

●メール、FAXでの相談・処方OK
■ならどっとFM78.4
『医食同源』季節ごとの
話題と体のケアを放送
（第4土曜11時〜11時半）
■FMハイホー81.4
（火曜18時〜21時）に出演

「婦宝当帰膠」5,340円
…血液を補って温める
「二至丹」4,000円
…腎を補い頭皮を潤わせる

ココ

加味逍遙散（かみしょうようさん）
四物湯（しもつとう）
温経湯（うんけいとう）
十全大補湯（じゅうぜんたいほとう）
人参養栄湯（にんじんようえいとう）

の樫谷さん

施術後は
ウトウト眠くなる…

（とうきしゃくやくさんかにんじん）

奈良町の人気景観スポット

ささい

４

最近髪が薄いなぁと感じるアナタ。血
がチョロチョロで髪に栄養が届かない
「血虚」と、全身の気の巡りが悪い「腎虚」
の状態です。漢方を飲んで血を養い、腎
を補おう。黒い毛が生えてきた、束ねた
髪が太くなったとの声多数。女性専用だ
「スタッフ全員女性です、どんな些細なお悩みでも
から安心して。
安心してお話しください」と薬剤師・不妊カウンセラー

レモン

「シャンプーのすすぎ残しは、バリア機
能が弱くなった地肌のトラブルの元に。
首から上の皮膚は、老化やホルモンと関
係深い『腎』と『肝』の影響が大です。
髪は皮膚の最先端、漢方では“髪は腎の華”
とか“髪は血余なり”と言い、血行不良や血
液成分の“余裕”不足が、抜け毛、ハリ・ツ
ヤ感の欠如、白髪増につながります」と、
菊岡先生。
漢方パワーで、生命の源である『腎』
と『肝』を強化し、栄養たっぷりの血液
で新陳代謝を促せば、トラブルも解消に
向かう。症状に合った処方の漢方薬で、健
康な地肌に元気な髪を。

３

髪は女の命。薄いな…と感じたら
漢方でカラダの中から体質改善！

強

髪は“腎の華・血余なり”
髪と地肌トラブルは体調のバロメーター

血虚（血液不足）を改善する漢方処方
当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）
当帰芍薬散加人参

それぞれの症状別「気」
「血」
「水」の流れを診て処方

漢方の一陽館

奈良市・橿原市／漢方薬

２

１

菊岡漢方薬局

pH値とは、水溶液の酸と
アルカリの度合いを0〜14の
数字で表した数値。pH7が中
性でそれより小さくなれば酸
性、大きくなればアルカリ性
になる。人の肌や髪にもpH
値があり、おおよそpH4.5〜
6（弱酸性）の状態が健康髪と
されている。

髪の毛にとって一番良い弱酸性

レモンは
酸味の
代表だね！
奈良市／漢方薬

pH

弱酸性のシャンプーは頭皮と髪のpH値に近く
刺激が少なく髪が膨潤しにくいことから髪に優しい！
0

せっけんやシャンプー剤を使わず、お湯で洗髪
を行う湯シャン。上記の通りお湯だけでもほと
んどの汚れが落ち、頭皮に残った皮脂が保護
膜を作ることから薄毛などの改善に注目され
ている。ただ、洗浄剤を使わないので、髪が重
く若干オイリーになるのも事実。体質や好みの
スタイリングによっては不向きな場合も。

髪の基礎知識

乾いたタオルに毛束をは
さんでたたくように水分を
吸わせ、頭全体をタオルで
包む。ゴシゴシしない！

弱酸性で洗浄成分はアミノ酸系や植物
由来のシャンプー剤を基準に、
それぞれ
の悩みに応じた成分を含む物をチョイス。
また、
自分の肌に合うシャンプー剤選び
の基準として、顔を洗っても異常が出ない
ものを選ぶのも一つの方法。詳しくは美
容師さんなど専門家に相談してみよう。

によって

洗剤を使わない噂の
「湯シャン」って？

pH

値

洗った後は

❼ タオルドライ

ヘアカラーやパーマは

髪の保護膜の役割を果たすコン
ディショナー。毛先を中心にまん
べんなく付けることで、髪にツヤ
とコシを与えてくれる。付けた後
はシャンプー剤と同じくしっかり
とすすぎ落として。

の

コンディショナーで

❻ 髪を保護

ルカリ性

頭皮や毛髪にシャンプー剤が
残留するとダメージの原因に。
しっかりとすすぎ落とそう。

ア
形状変化を利用

❺ すすぎ落とそう

pH

ヘアカラーやパーマの薬剤は強い
アルカリ性で髪に形状変化を起こす︒
開いたキューティクルから髪の中心
まで薬剤を送り︑発色やカールを作
る︒そのため︑髪には大きな負担が
かかることに︒

泡はしっかりと

◯ボリュームダウン
◯
ハリコシ
◯カラー持ち など

悩みの原因は主にエイ
ジングにあり︒アミノ酸
系や植物性など洗浄力の
強すぎないシャンプー剤
を選ぶことでアンチエイ
ジング効果が期待できる︒

整髪剤など予洗いで取りきれない汚
れはシャンプー剤で落とそう。予洗い
と同じくマッサージをするように頭皮
を中心に。洗浄成分は汚れを吸い取
りながら洗い落としてくれるので毛先
は揉み込まなくてもOK。

エイジングの悩みに

シャンプー剤で

❹ 頭皮をマッサージ

髪の形が変わる

洗顔と同じ要領で細やかな
泡を立てよう。

髪はシャンプーなどの薬剤に
よって元々の 値から離れるこ
とで形状変化を起こす︒酸性に
振れれば髪の表面のキューティ
クルが閉じ︑アルカリ性に振れ
れば髪が膨潤しキューティクル
が開く︒また︑強い酸性に振れ
れば酸膨潤を起こすことに︒髪
が膨潤しキューティクルが開け
ば︑たんぱく質が流れ出しやす
くなり髪が痛む原因となる︒

シャンプー剤はしっかりと

❸ 泡立てよう

悩み別シャンプー剤の選び方

シャンプー剤で洗う前に、お湯でしっ
かりすすごう。すすぎながら指の腹で
頭皮全体を動かしマッサージすれば、
お湯だけで汚れの約80%が落ちると
も言われる。

刺激の少ないシャンプー剤がおすすめ

シャンプー剤前に

❷ 予洗い

シャンプー剤に含まれている洗浄成分︵界面活性剤︶には洗浄力に
違 い が あ る。
﹁ラ ウ レ ス 硫 酸 ﹂ な ど の 石 油 系 の 洗 浄 成 分 は 洗 浄 力 が 強 い
分、頭皮や髪への刺激も強く敏感な人は注意が必要だ。比較的刺激が
少ないとされる﹁アミノ酸系﹂や﹁植物性﹂のものは、頭皮への刺激
を抑えることで健康な髪の毛が育ちやすいとされている。

先の丸いブラシやスタイリングブラシ
で頭皮からかき上げてブラッシングし
よう。全体にブラシを入れることで、
血行を促進し汚れを浮かせる効果が
ありシャンプー効率がアップ。

フルボ酸など抗酸化作用が
ある成分が入っているものが
おすすめ︒老化を防ぐととも
に育毛効果も期待できるよ︒

髪を構成する主成分ケラチ
ンを多く含むシャンプー剤は
ダメージ予防にも最適︒

❶ ブラッシング

薄毛が気になる人は⁝

乾いた髪を頭皮から

ポイ ント

髪のダメージケアには

シャンプーの

博物館
1,800円
24
忍海小
（シャンプー・ブロー込）
ココ オークワ
●パーマ（シャンプー・カット・ブロー込） 3,800円〜
★
●カラー（シャンプー・ブロー込）
3,800円
忍海南
コンビニ
●ヘアマニキュア（シャンプー・ブロー込）
3,800円

●カット

●

0745-63-0678

葛城市忍海398-2
9：00〜19：00
水曜
あり
●予約優先制

04

ぜひお試しあれー♪

専門家おすすめ！

シャンプー & ヘアケア用品
かんとりい
代表

増本晃さん

お す すめ

菊岡漢方薬局

菊岡泰政先生

お す すめ

無添加石鹸

アレッポの石鹸
●ノーマル（写真左）
630円
（オリーブ90%、ローレル10%）
●エキストラ40（写真右）900円
（オリーブ60%、ローレル40%）

加味逍遙散
2,700円（30包/10日分）

漢方では、
「髪は血余なり」といって、血行
不良や血液成分の余裕不足が、髪を衰えさせ
ます。髪の毛は、人体の末端部分なので余裕
がなければ、真っ先に切り捨てられるからで
す。また、加齢や病気等による腎臓・膀胱・生
殖器・皮膚（髪）ほか多くの器官の虚弱状態を
「腎虚」といいます。体調を整えれば、増毛
や白髪が黒髪に生え変わるなどの改善につな
がります。

髪がきしむ人は、
クエン酸のリンスを使うと良いよ！

＊価格は税別

髪が細くなった、
コシが
なくなった、脱毛・円形
脱毛症など、30代以上
の女性の髪全般の悩
みに（3か月ぐらい服用）。

成分はオリーブオイルとロー
レルオイルのみ。中東シリアで
1,000年前から続く伝統製法に
より1年以上熟成され、海を越
えてやってきます。これ1個で
髪はもちろん全身洗えます。オ
リーブの保湿力、ローレルの抗
菌力でフケやかぶれにも◎

せんぶり、可首烏（カシュウ）、
育毛効果が
期待できる生薬 フィーバーフュー
漢方の一陽館

男性 柴胡清肝湯（さいこせいかんとう）

樫谷陽子さん

女性 加味逍遙散（かみしょうようさん）

温浴+整体 まりの手

院長 辻本真里さん

古くから婦人薬として用いられ
た当帰のエキスを配合。血液を補
お す すめ
い、体を温め、血流を改善。髪の
毛もツヤツヤになるだけでなく、
イスクラ婦宝当帰膠B 肌プルプル、体ぽかぽか、生理も
1本 5,340円
ラクに。まさに女性の味方です。

お す すめ

アンチエイジングの基本としても
おすすめします。

塗るイオンサプリ

ソティル
●50㎖
●200㎖

3,800円
13,000円
＊価格は税別

小顔・リフトアップにも
効果的ですよ♪

森林浴の1,200倍のマイナスイオン
量を誇る高濃度Wイオン活性水を配合
し、塗るだけで疲れ・緊張・コリがほ
ぐれます。当院では、頭部や首回りの
疲れを取るマッサージに使っています
が大変好評です。

美容おしみ

お す すめ
洗い流さないヘアトリートメント

プロステップへケア
アウトバストリートメント ミルク
2,000円（税別）

洗い流さないアウトバストリートメ
ントは手軽にダメージケアができ、ヘ
アクリーム代わりにもなります。ミル
クタイプのこの商品は髪に自然な弾力
を与え、なめらかな質感が出せておす
すめです。
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