
し
'よ

し,よ貝至廿来!′一年て`澤♯ラタ管になるこの季質気
カヘムヘ升曹ヵ的になり上方よね。スポーッの理靖卜t
夏の

'7子
園之はじり1人さぼイベツトろヾ目白す甲じぴす。

7フ燎t夕弔の夏jよ在「ιこめヽ新しし|三とにチ々レンデして

☆7.月08月の大会日程☆

'そ

本L 乳ヽ′ヽ一フマヲソン・」ヽルドコースト′ヽ一フでラソ>

%ホ クレ>デオでソげψ〉ブ今ィ略
.%対ψレ>テンリス九レガニ七女し

%ル レンデンがスチkレ>ブ細た
うイォ重イ審議す>セント/ ~`フマラソン
%阪朦ネクロスカントリー

シら工じ残鷲コマラソン

お二なうf―へづヾ

侵は合宿ラスシ`||

始 県り,曜Fそ

■ヒう1夏二催Lなどラ

'た

しt′

戸iで3費髪澪級

多t,ので`す☆

ラ秘蒻りこ薦国
却明りυυ
し′まし

'tラ
アィマラソンの

申た動物ヾt工いまソよしたo
今年は琺ギ竿よブ1ケ月↓

はやめの10月外曰“tと′分し

暑さ」ヵwせ四gされよ移ヾ

皆様 1まり]って参りまし.うJ
TRTスんフ全貿参ヵ口?Jの

イ牛は難 者遷村中でtすぐ

革肖ケえぶ菖詮 永会   嚇
細 名産省曖縫せて藤 まな 中鮨 ′伽

1左箕慶チィ井手上爵 ′ジェロ塵埒ゼ(業選野′縮 ′

揃 た絡 爵

't:ぶ

1鶴 豫 ξ
義 駈 春脱 珀

Kおん繰 気Цピ や

6月
`日

0‐TRTバ最tラ編 ′一丼選旨ぼとぃ とu ttR「去ご不り爵

ラフトキ旦当0存に口さんし1無理支れて 争田島校のかわOt'単生の読逹きて`
本当に″いいぺζイム行1すてうれぃ)なで革肖髪 よヽひゾt援(■行。てよuソ議t

くり6したの力ヾ卒
'こ

の運碑スの上義
撻 ユウ 尽ヾがあり、率枚の予尽|
ませんひし準θ繰 力ヾ パ>キ雄ソ修

神ナにコ■ソぎ挙ヱの音こつヨ彰や『 ｀膀口彪ド,7 tt′ ム■日4お : ′ヽ■ 卜●、が浮

1



食腸縫勒藤機☆
うンナ~21きま世ち■鵬て物り。太tt～膝の浪ポえ

訴える物りιlぴ■ヾ′その中でt ttt'のがヽデ″ψツシトZ

彫顔饉ψ貼軽処。原因はオーバLユースυttuすず)に
おり上すバi柔軟性不足、替釈 、乃叉∪えずで

たる、石更口路 爾之たる′冑支のアデイルト(「メ事条豫りが

九ン「膝

タナ障曽

内 (見J

オスグじト

鷲談

｀
はZ°古よさ嘔聡紫困バカロ■され表す。
と(■かく撃琴調

`夕
船ケアZゴ 爵 て`お二酸う

側
半
月

ストしッチゃレィ♭>7卜ヽがわヾ」趙:〃だテごЪて1ます整魂ミI:llil晨∫↓:j言:十)ミillil`III不:尽kノ根
tまヤめにTR下に柿吉楽して下さt′孝卜|!|

☆局ラ腫お↓夫

TttT回曰k←クリ昌♂駒レυ
二のたび、TR下の彦負でちろ口」マジ菫リニュー

~/7レ
し`たし

まLた。卜しサー,鮭兎動時し垢用いい1各パロラャツの
|もクフ°ソ>卜ttぢ3た〕しでtすり丁RTのお輛 ιこ毛

興リトカ%t′ t'かわt′(′ソニュールレ/1KOロラャツ塗辞てT及奎

F(tめぜ、
い'色々 企画ti堂4丁中です。

絣 璽多L∽ 者ごDぴ

窪織::露淵寡鷺縣
スタだの豆才Lと並8 イ゙立林スクし市ス:のうヾ疑
た裳きれ亀衆敷このユ了Lいち=い0未です。
甘きく

“

漱′めですのびお気車工にた

“

して諄て下さti。

丈のユアι4漱0卜半(tけ斗4)

。罰整豆了L3 づヽで九 0フルツユソフ入″"、
oおt′しtl無劇円整豆了しい、。コ」アおυレtで九
。ォォロー七―Q弦ぃ、°三」:主導中さら

: ~輩
。爽香叡二書氷噸t

wttrロォ呪,◎
5月下旬ほ葉「力2丁目ι=布ヲリ♭て。しはだY

イジVべ|F`てti子ドーナtン啓さんで`す。耕 は村

戸ilあソ、毎日神戸力`
～
財針のあわつとユ多Lん

豊勢不て豊て,店内ひ暢げt(ばζぼkKlttたて

1則岸刈 ζ二とう0ぴ1まj夕。

スル″ゝ ドなはδドーんツは1イロ半餃θ.
か″`三ックの千ョ♭十イ史用した与ョコ食rt

率り上す。市ス入バひす。

旨ゥ寒艦 鉛いまし1
2       ・



ЪLet's、トライ♪不眠予防法!
今回はジメジメしたこの時期、結構悩んでいる方が多い不眠について日常生活の中で気をつけて頂きたいポイントを
ご紹介します !      、

☆不眠とは ・。・

「不眠」とは、寝つけない、眠りが浅い、夜中や早朝に目が覚めてしまうなどといった症状のことを指し、
体だけでな<心 も疲労させ、生活の質にも悪影響を及ぼします。こうした不眠を改善するには、次のツボが効果的です。

☆不眠に効くツボ

(1)百 会 (ひゃくえ)

場所:頭の頂上で、左右の耳の上の先端を結んだ線の中央にあります。指で押すとプヨブ∃して、へこむ所です !

押し方:左右の中指を重ねるように当て頭を手のひらで包むようにしながら、中指に圧力を加えます。

ズーンと頭の中に心地よい響きがありますので、その感覚を楽しみながら、1分間ほど押し続けてください。

(2)安眠 (あんみん)

場所:耳の後ろにある骨の出つ張り (撃L様突起)の 下の<ぼ みから1～ 1.5cmほ ど顔側のところです。

押し方:頭の後ろから反対側の手をまわし首を手のひらで包むように中指で圧力を加え押さえます。

中指でしっかり 『安眠』をとらえ、頭を左右にゆっ<り 動かしてツボの感覚を楽しみましょう♪

(3)失眠 (しつみん)

場所:足の裏のかかとの中央線と、内くるぶしと外くるざしを結んだ線の交点にあります。

押し方:足の裏は他の皮膚と比べて知覚が鈍いので、ワインのコルクなどを上から踏み込むようにして刺激します。

さらに 「失眠」にお灸 (きゅう)を すえると効果が倍増 !薬局で販売されている 「せんねん灸」を用いるとよいですよ♪

ツボリ |

☆死者もよみがえらせる!? 世界最古のツポ 「百会」
ここで紹介した 「百会」は、紀元前91年 ごろに 「三陽五会」という名で登場する歴史上、最も古いツボです。
そして中国伝説上の名医が、このツボを使つて、死んだものと日われていた太子を生き返らせたといわれています !
百会は、不眠はもちろん、精神疾患、頭痛、めまい、日 ・耳 ・鼻の疾患、消イヒ器病、あらゆる疾患に効<ツ ボなのです。
☆快眠のために !^

1寝 床で長<過 ごさない

2不 快な音や光を防ぐ

3環 境をつくり自分にあつた寝具を工夫する
4無 理に眠ろうとしないで眠くなってから寝床につく
5休 日もいつもと同じ時間に起きる
6明 るい朝の光を浴びる

また (体内時計)の 関係で午後2時 くらいに眠気が襲ってきますのでその時間に短い昼寝 (20分程度)を して
リフレッシュしましょう♪長い昼寝や夕万以降の昼寝は、夜の睡眠を妨げてしまうので注意が必要です。 |
このようなことを心がけて生活習慣を整えるなど不眠の解消につなげて頂ければと思いますa)つ

批
蘊
躙
膠
魃

のコtソJ

ワインのコ|レク

をあletゝ トラィ。はЪ世ま聾・た
｀
っておソエリ●口不うネ I半 不果あ

SヒIPぢ 貝号し
'tl預

;栽主ネ仁ものです斗



□鑓  焼鮭のプ句物嘲レ
υ

～

岡県福岡中共身。月《碁交かぅ高率はび野球一形①義 :「ニスk
tまいめよ)雨ミ!1l Z具クてtlるとの=2‐

・
t子主占ミ色☆嗜亀Z!―・ホー7スカラーですち(ヘリ
女争圭ぼ7-シストゞマEXttLEυ",え―,ン吟判人ひtr_―Dげ

,針 ゲ言業☆ 日二月歩Jr bマ進ふしてぃモF蝸籠ぞ碑
女子さ船ヾ ―ツ☆スノホ■|!
女子士な鋤

ラーメン

ノヾスタ

鷹=殷 鑢 胤′甜  限
ひセ吉:「ラ台力韓『売力巧日本2スヶuユす毒支王ットー|ユκ見(掲りま九メ

ノ多乙夢陵ワー/レトヽN′し!!lt。2・・ヽヵヽ～I鋭くら′マーシー。

キーワードは

中柑舅建緒性の力 %嘲レ
υ福岡慄契Y米ヤ出身。ウ生呻ギは曖)′ドレポ¬し、専F早軒交at

・荒斎牟史エアロtヤってよしたIIノ先史ゎらぉ/k°ワ刀レに走ソよわってますO

女多きな色☆科・ホ色いヽ日にe_tしですぉ◎
女子1か伝 ヤη⑩ ルレ殊―ト

,ロギタ,
回

女子きな7-Lスト☆安室′様えヽ
女子■でタレト食レlc嶋ヒロ・玉山

催:lt鋼鼎賃W淑霧:騨lLt=
力ヾ ん(で(ノマス !

くや融集ィ炎吉己〉
神 のフ。ロストル′tiわψヾ ひし卜か?フレッ)ュた)2人t

蹴 謙 鮒段 鰍 聯 絆 TttT過省自
2007年7月

獅 :トレーナールームデイ申

希房岡市中央屋天利噌丁目gT7

六押判応‖隕ビルgF

TEL 092-ワ|夕ヽ1ケ|ケ




