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　箕面公園昆虫館では
身近な昆虫はもちろん
のこと、見たこともない虫
や綺麗な虫、かっこいい
虫、変な虫など、いろいろ
な昆虫の標本や生体を
展示しています。また映
像を使った展示やふれ
あいゾーンを設け、リニュ
ーアルオープンします。
新しく生まれ
変わる昆虫館
へのお越しを
ぜひお待ちし
ています！

箕面公園に関わるさまざまな人やその活動内容をご紹介。 〈イベント案内〉　－みのお箕面の森　春から新緑へ－
◯明治の森箕面国定公園　新緑カーニバル
滝道沿いや麓の商店、施設などで期間中だけの体験やイベント。
限定メニューや宿泊プラン、お得な割引まで。
新緑の箕面を満喫できる47日間！
期間：4月15日（土）～5月31日（水）
主催：箕面市観光協会
詳しくは〈箕面市観光ガイド〉ホームページ　http://midokoro.minoh.net/　にて

◯箕面観光ボランティアガイドと行く　
　箕面の山　ヤマザクラ探訪ハイキング
ヤマザクラや草木を訪ねながら春の山を歩きませんか！　
これから山歩きを始めてみたい方にもおすすめの、ゆったりハイキングです。
コース：聖天山 ― 才ヶ原林道 ― こもれびの森 ― 箕面大滝
　　　　約8km　一般向け
日時：4月9日（日）　10：00～15：30　少雨決行
集合：阪急箕面駅前　9：45
参加費：200円（保険代）
定員：30名（要事前申込）　※対象：中学生以上

◯自然観察会5月－新緑の森を楽しもう！－
新緑の滝道や森の中で生きものや植物を観察するよ
コバルトブルーに輝くオオルリに出会えるかな！？
日時：5月21日（日）　10：00～12：30　少雨決行
集合：阪急箕面駅前　9：50
参加費：100円（保険代）
定員：20名（要事前申込）　※小学生以下保護者同伴
申込・問合せ：072-721-3014（箕面公園管理事務所）

箕面公園昆虫館 4月1日（土）
リニューアルオープン！
箕面公園昆虫館 4月1日（土）
リニューアルオープン！

箕面公園昆虫館
新館長
中峰　空さん
三田市有馬富士自然
学習センターで環境
学習講師を担当
博士（農学） 神戸大学

－4月1日（土）・2日（日）  オープニングイベント開催－
　会場：昆虫館まえ広場　
●バールーンショー＆
　ジャグリングパフォーマンス
　4月1日・2日　各日11:00～12:00　
　観覧無料
　パフォーマー：　DROP
●お絵かきワークショップ
　「みんなで大きな昆虫の森をつくろう！」
　めるへんりえこさんのライブペイン
　ティングと、みんなが描いた昆虫の絵
　がコラボ！大きな昆虫の森を描きます。
　4月1日・2日　各日13:30～15:00　
　参加費 無料
　パフォーマー：　めるへん りえこ

リニューアル記念 企画展
「きらめく昆虫展」
4月1日～8月頃
館内企画展示コーナーで
開催

参加者
募集中

昆虫館と箕面の森で、

昆虫たちの魅力を

　お伝えしていきます！

北海道生まれ北海道育ち。
優しい語り口調の親しみやすい先生

漢方薬局柚花香房
薬剤師、国際中医師、アロマセラピスト
井上昌子先生

春になり生理前のイライラがひどいです。
どうしてでしょうか？

春は自律神経に関係する「肝」の
症状が出やすい季節です。

漢方薬は女性のお悩みに
効果的です。不妊症、更年
期障害、PMS、子宮筋腫など
漢方が得意とする分野です。

今月のテーマは「月経前症候群」。
漢方薬局柚花香房の井上昌子先生に
お話をお伺いしました。

　春は体の中の陽気が活発になってくる季節です。自律神
経をつかさどる「肝」も活発になってきます。春の陽気に合わ
せて伸びやかに過ごせるといいのですが、ストレスがかかると
「肝」に負担がかかり気の巡りが悪くなります。女性の体は
生理前には気と血が滞りやすくなりますが、ストレスがあった
り抑鬱傾向にある場合は一層気の滞りがひどくなって
PMS(月経前症候群)を起こします。心地よく過ごすために
は早起きして少しづつ体を動かしていくようにしましょう。物
事を前向きに考えストレスを溜めないことも大切ですね。食
べ物では柑橘類やセロリや春菊などの香り野菜を摂ると気
の巡りが良くなります。

206-6151-2491 

豊中市寺内2-2-22 シャトーエデン109
営／月～金　9時～19時半
　　土　9時～18時　 
日曜・祝日定休

春風漢方薬局　で検索

アトピー、不妊症、自律神経失調症
漢方で根本原因を探り改善へ
　西口先生は、自身が漢方でアトピーが完治
した経験から「悩む人の力になりたい！」とこの
道に。自身の経験に基づくアドバイスは、患者
さん目線で親身で説得力がある。今も勉強を

怠らず漢方の知識は
深く豊富。アトピー以
外もあらゆる症状に対
応できるので、不調が
あるなら相談を。不妊
も懐妊実績多数。

［緑地公園］
春風漢方薬局

不妊症・アトピー・生理痛・ひざ痛・腰痛・頭痛 など
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患者さんの声
アトピーで痒みがひどく夜中に
何回も目が覚めてしまい、根本
から治したくて相談しました。漢
方薬を始めて1ヶ月後には皮膚
がきれいになり、痒みが減り眠
れるように。2ヶ月後にはステロ
イドを塗らなくても痒くなくなり、
ほぼ治りました。（30代女性）

206-6170-2176
http://www.locofilife.com

吹田市高野台1-4-2　2F
営／平日 9時～21時（木は12時まで）
土曜 10時～18時　Pあり
日曜、祝日、お盆、年末年始休み

［吹田］
Locofilife〈ロコフィライフ〉

パーソナルセッション
● 初回（75分）
・・・・・・・・・・7,500円
● 2回目以降（60分）
・・・・・・・・・・6,000円

「シティライフを見た」で、〔1日3名限定〕
● パーソナルセッション体験（30分）
   →500円
（要予約・新規の方・4月末まで）

Menu 特　典

　子育てが落ち着いた今こそ自分の身体と向き合う時。中々抜けない
疲れは姿勢が原因かも。同フィットネススタジオは理学療法士など多数の
認定資格を持つ勝浦さんがマンツーマンで頭蓋骨から足
部まで全身をチェック＆調整し、正しいカラダの使い方を教
えてくれる。キッズスペースも完備なので小さなお子さんが
いても安心。肩こり・腰痛を改善し、生き生きした毎日を。

「キレイ」は姿勢から
関節を整えて肩こり・腰痛改善を

肩こり・腰痛・O脚・X脚・骨盤の歪み など

　「ヒールやパンプスを履くと痛くて歩けない」
「病院で手術しかないと言われた」「外反母趾に
良いと言われるサポーターの効果がない」といっ
たことで困っている人に朗報！同院では、外反母
趾専門の手で行う整体だけでなく「歩行指導」も
合わせることにより再発防止と根本原因を取り
除いてくれるようだ。他県の外反母趾専門家が
推薦する歩行指導を合わせた手技で、お洒落な
靴を履けるようになろう！

206-6152-7260
http://seitai-kingdom.com/

豊中市本町7-1-28　
豊中本町イマイビル1F
阪急宝塚線 
豊中駅から徒歩約7分
営／平日10時～14時、
　　　　16時～20時
　 土曜10時～18時
日曜・祝日　完全予約制　近隣P有

［豊中］　整体王国　豊中院

「シティライフを見た」と予約で
外反母趾矯正が50%OFF
● 片足（初回40分） 8,640円→4,300円
● 両足（初回60分） 16,200円→8,100円
※詳しくは「整体王国 外反母趾」で検索を
（初回限定、4月末まで、要予約）

特　典

手術しかないと言われた「外反母趾」
外反母趾専門家推薦の外反母趾専門整体

外反母趾、足の痛み、巻き爪、足のむくみ など
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（上）「手の整体と合わせて
正しい歩き方を身に付ける
ことで、外反母趾を改善す
るだけでなく再発防止につ
ながります」と西脇先生

外反母趾の改善には治
療の順番と正しい歩き方
を知ることが重要

不妊症、慢性疲労、自律神経の乱れ
体調相談から難治性の疾患まで
　煎じ薬、粉薬の調合も行う北摂でも数少ない
漢方専門薬局。４月は環境の変化に伴い心身
のバランスが崩れる時期。「なんとなく」の不調や
この時期起こりやすいうつ、めまい、頭痛、倦怠
感他、肌トラブル、胃腸障害など多様な症状に対
応。原因を見つけ出し生活を見直
し自分でコントロールする方法まで
教えてくれる。「ここに来て本当に
調子が良い」との声が多いのは、
患者と向き合い本当に適したもの
を選んでくれるからこそ。

206-6816-9677
漢方相談は電話でご予約を　http://wu-xiang-dou.co.jp

吹田市山田西3丁目57-20　
ピアパレス王子101
営／平日9時～19時、水曜9時～13時
　　土曜9時～17時
日・祝定休　
駐車場2台あり

［吹田］漢方薬局 柚花香房
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薬剤師、国際中医師の資格を持つ井上先生夫妻。
店内はアロマの香りただよう落ち着ける雰囲気。

柚花香房　で検索。

子宝相談は評判で同店の得
意分野。クチコミで県外から通
う方も多く、妊娠した4人に1人
が40代。井上先生は不妊治療
の勉強会で講師をすることも。
詳しくはホームページで。

● 体外移植を4回行いましたがす
べて陰性。あきらめかけていまし
たが体の不調もあったため漢方
を始めることに。妊娠しやすい生
活習慣も教えてもらい漢方で体
作りをして半年、5回目の体外
移植で陽性反応。ついに妊娠
することができました！！
　　　　　　(豊中市30代女性)

● 10年来の緑内障と飛蚊症で相
談に。10年間点眼をしていても
下がらなかった眼圧が、漢方の
服用を始めてから25→17に。
飛蚊症も気にならなくなり、現
在も予防のため漢方を続けて
います。
　　　　　 (吹田市60代女性)

喜びの声

更年期障害、バセドウ病、橋本病、緑内障、めまい、うつ、パニック など


