春は自律神経が乱れやすい ... ？
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自律神経は、 心臓や腸、 胃、 血管などの臓器の働きをコントロールする、 私達が生きていく上で欠かせない大切な神経です。
自律神経には、 身体を活動的にする 「交感神経」 とリラックスさせる 「副交感神経」 があります。
血管を例にとってその働きを見ると、 交感神経は血管を収縮して心拍数や血圧を上げます。
一方、 副交感神経は血管を拡張させて心拍数や血圧を下げようとします。 この 2 つの働きが上手くバランスを取ることで、
適正な心拍数と血圧になるのです。
自律神経のバランスは、 日常のちょっとしたことで乱れてしまいます。 誰かのちょっとした言動にイライラしたり、
散らかっている部屋を見て嫌だなと思ったり…。 そういった些細なストレスは、 1 日に数えきれないほどあります。
その度ごとに、 実は自律神経のバランスは乱れているのです。 特に春は自律神経のバランスが崩れやすい時期と言われています。
その原因の一つが 「気温の変化」 です。
春は気温や気候の変化が激しい時期です。 暖かい日が続いたかと思うと、 突然冬に逆戻りしたような寒い日があったり、
昼間は暖かくても夜は冷え込んだりします。 こうした寒暖差は身体にとってストレスになり、 自律神経のバランスを崩してしまうのです。
また、 入学や就職、 異動など環境の変化が多く、 ストレスが増える時期なのも、 春に体調を崩す人が多い理由と言われています。

MEWU

※サンドバス ・ 岩盤ホットヨガは予約制となります。

サンドバス
初回体験

3,500 円 ( 税込 3,780 円）

１回

4,500 円 ( 税込 4,860 円）
10,500 円 ( 税込 11,340 円）

３枚回数券

１回あたり 3,500 円 ( 有効期限 1 年間 )

15,000 円 ( 税込 16,200 円）

５枚回数券

１回あたり 3,000 円 ( 有効期限 1 年間 )

ジュエリー岩盤浴
１回

春の不調は 「春バテ」 かも？
20 代～ 50 代の男女 665 人に春（3 ～ 4 月）の不調 “ 春バテ ” について聞いたところ、 精神的、 身体的になんらかの不調を
感じたことがある人は、 全体の 8 割（男性 72.8％、 女性 86.8％）という結果になりました。

1,500 円 ( 税込 1,620 円）

５枚回数券

6,000 円 ( 税込 6,480 円）

１回あたり 1,200 円 ( 有効期限 1 年間 )

１ヶ月パスポート

10,000 円 ( 税込 10,800 円）

「肩こり」 「手足の冷え」 「身体のだるさ」 などの身体的な不調も感じているという結果となりました。
また、 「昼間眠い」 「目覚めが悪い」 「夜眠れない」 などの睡眠に関する不調を感じている人もいました。

岩盤サービスデー

1,000 円 ( 税込 1,080 円）

現代人の 「冷え」 について警鐘を鳴らしている
東京有明医療大学教授の川嶋朗先生は、 “ 春バテ ” について、
以下がおもな原因と述べています。 そして、 その対策法も考えてみました。

セットメニュー

春バテ の具体的な症状を質問したところ、 「イライラする」 「気分の落ち込み」 「ゆううつ感」 などの精神的なストレスや、
春の不調 ( 春バテ ) の症状

原因① 生活環境の変化によるストレス
進学や就職など、 生活環境の変化によるストレスで、 交感神経が優位になる機会が
多くなります。 そのため、 自律神経が乱れ、 春バテを感じやすくやすくなります。

原因② 春特有の気象の変化
・ めまぐるしい気圧の変化
春先は低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わり、 自律神経の切り替えがうまくいかず、
バテてしまいます。 また、 低気圧により、 血中の酸素濃度が下がり、
昼でも眠くなったり、 身体がだるくなったりします。
・ 激しい寒暖差
春は天気が変わりやすく、 気象の変化が激しく、 寒暖差も大きくなります。
ファッション面でも薄着になることが多く、 秋冬に比べ寒さへの意識も薄いことから、
身体が寒暖差に敏感になります。 この寒暖差により、 自律神経が乱れ、
肩こりやめまいなど、 さまざまな春バテ症状があらわれます。

対策① カラダを温めてホルモン分泌 UP ！
温めることで、 体の様々なホルモンの分泌が UP して、 頭痛やめまい、 生理不順など
様々なトラブルの予防が可能になります。 セロトニンやドーパミンホルモンの分泌も活発になり、
温めによる血流改善で全身に運ばれて行きます。

対策② 目もと、 首もとを温めて睡眠の質を高める！
就寝前にホットポイントである目もとと首もとを心地よく温めることで、
短時間で副交感神経が優位になり、 リラックスできます。

対策③ 服装を気温に合わせて調節する！
毎日の温度変化に身体を適応させるため、 衣類での温度調整は必要不可欠です。

対策④ 運動や深呼吸で血めぐり UP ！

意識して呼吸をコントロールすることで、 自律神経のバランスを整えることができます。
とくに、 腹式呼吸は横隔膜を動かす呼吸法で、 内蔵を動かすので、 血のめぐりもよくなり、 精神が安定し脳の活性化などに役立ちます。

月９回以上ご利用でお得！
毎月第３水曜日

ジュエリー岩盤浴２回 ＋ サンドバス １回 ( 有効期限 1 年間 )
6,000 円 ( 税込 6,480 円）

岩盤ホットヨガ
初回体験

1,500 円 ( 税込 1,620 円）
2 回までご利用できます

1回

2,000 円 ( 税込 2,160 円）

4 枚回数券

6,000 円 ( 税込 6,480 円）

1 回あたり 1,500 円 ( 有効期限 2 ヶ月 )

2016 年 9 月より

営業日が増え、 定休日が変わります !

現在

営業日 火曜～金曜 10：00 ～ 22：00
土曜
10：00 ～ 20：00
日曜 ・ 祝日 11：00 ～ 18：30
定休日 月曜、 第 1 ・ 3 日曜

予定

営業日 月曜～土曜 10：00 ～ 22：00
土曜
11：00 ～ 20：00
定休日 毎週日曜日 ・ 祝日
※ご迷惑をお掛け致します、 ご確認ください。

春の山菜の苦味を味わおう

春の紫外線量にご注意 !!
紫外線には 「UV-B」 と 「UV-A」 の 2 種類があるのをご存知ですか？
一般的に 「日焼け」 と呼ばれるのは、 全紫外線の約 5％を占める UV-B によるもの。 エネルギーが強く、 おもに肌の表面に
作用するため、 火傷のように赤くなったり肌が黒くなる原因となります。
一方、 UV-A は、 地上に降り注ぐ紫外線のうち約 95％を占めるもの。
エネルギー自体は UV-B に比べて弱いものの、 肌の奥の真皮層まで到達し、 お肌のハリや弾力のもととなる細胞組織の破壊や、
メラニン色素を増やしてシミの原因を作るなど、 老化現象につながります。
UV-B は 7 月 ・ 8 月の真夏に最も多く降り注ぎますが、 UV-A は真夏だけでなく 4 月 ・ 5 月の春に非常に高くなり、
その量は真夏の紫外線量並ぶほど！春になるとお肌にトラブルが出たり、 急激な乾燥や赤みやかゆみが出る人は、
実は紫外線によるダメージかもしれません。

苦味野菜の効用

春の紫外線ケアは日焼け止め＋保湿

＊紫外線対策

HOT YOGA NEWS!!

春の山菜、 野菜には独特の苦味があります。
苦味成分には、 抗酸化作用のあるポリフェノールや、
新陳代謝を促進する作用が含まれています。
紫外線が多くなる春、 新鮮な山菜や、
春野菜を時期を逃さず食べたいところです。
そして何より、
春を感じる事ができ、 美味しい！

第4弾
第 2 金曜日

10:30 ～ 11:30

ホット ヨガ

中井 咲 先生

苦味のある野菜、 菜の花はビタミンＣが豊富
風邪の予防や、 美肌効果、 紫外線対策に
その他の栄養バランスもよい。
ビタミンＣは加熱に弱いので、 茹で過ぎないように注意。

気温が暖かくなってきたとはいえ、 まだまだ空気中は乾燥し、
お肌にとって過酷な環境が続きます。 紫外線からお肌を守り潤いを保持するには、
日焼け止めと保湿の W ケアで、 徹底した 「守り」 がポイント !
まずは、 紫外線をお肌に浴びないことが重要。
顔はもちろん、 肌を露出する部分にはきちんと日焼け止めを塗りましょう。
また、 紫外線を浴びたお肌には徹底した保湿を。
紫外線を浴びたお肌は非常にデリケートです。
顔と同様に、 体にも水分をしっかりと与えてお肌の奥の真皮層まで水分を補い、
与えた水分を逃さないようにクリームやオイルなどできちんと蓋をして守ってあげるように心がけましょう

ヨガは、 もともとサンスクリット語で
「つなぐ」 という意味を持っています。

＊老化防止

呼吸と身体がぴたりとつながって、

全ての苦味野菜に、 ポリフェノールが豊富に含まれています。
ポリフェノールは、 活性酸素を除去し、 老化の進行を
おくらせる働きがあります。 この成分は加熱に強いです。

素肌想いの、 最強 UV カット
赤ちゃんの肌にもご使用いただけるよう、 肌への負担を最小限に抑え、 高い防御力を叶えました。

無意識の滞りさえも動きはじめる。
それがヨガの真骨頂です。
ふだんの暮らしの中でつい忘れてしまいがちな

＊新陳代謝を促進

独特の苦味成分であるアルカロイド類は、
新陳代謝を活発にし、 消化を促進する働きがあります。
たらの芽やふきのとうに多く含まれています。

自分の呼吸や身体を丁寧にみつめる時間。
そんな時間をみなさんと一緒に過ごせたらと思います。
汗でしか排出できない毒素を
すっきりと流しながら行う岩盤浴ヨガは、
より一層心身をクリアにしてくれることでしょう。

＊血圧を下げる
サンエメリーでもお取り扱いしております。 詳細は STAFF までお気軽にお問い合わせください。
SPF40 ／ PA+++
40g ￥3,000( 税抜 )

ちょこっと NEWS

Action!! 815（毎月～金曜日 16:00-18:00）の
第１ ・ ３月曜日の 16:45 ～

サンエメリーのラジオ番組コーナーがあります
月曜パーソナリティ

お客様の声

S.S 様（20 代･女性）

ホットヨガご利用（利用歴 1 年）

サンエメリーに丁度 1 年ホットヨガに通い、
このたび赤ちゃんができました。
結婚 5 年目での待望の赤ちゃんです♪

自分自身の運気が上がった様な気がしています！
まだまだ先になりますが、 また落ち着いたら

http://www.fm815.com/

ホットヨガを再開したいと思っていますので、

カラダにまつわる色々な情報をお話しして行きたいと思います
お時間があれば是非聞いて下さい！

よろしくお願いします。

〒760-0080 香川県高松市木太町 2699-1

営業時間
火曜～金曜 10：00 ～ 22：00
土曜

ことでん
春日川駅

10：00 ～ 20：00

日曜 ・ 祝日 11：00 ～ 18：30
定休日
月曜、 第 1 ・ 3 日曜

至 市内

国道 11 号線

旧 11 号（県道 33 号線）

至 志度
春日川

市原 和憲さん

TEL 087-832-5566

トヨペット

佐藤 万里奈さん

http://www.sanemeri.com

お問合せ

詰田川

サンエメリーは私のパワースポットです !!

「自分で自分を浄化するヨガ」 をお伝えしています。

プロスパー
サンダ

仕事面や、 人との出会いに関しても、

日本古来の整体の思想ともつながるヨガ。
日本人の季節に添った心身の整え方を知り、

温しゃぶ
野菜
ネッツ
トヨタ
スバル

通い始めて、 体質が変わった感じもしますし、

カリウムや強い香りの成分にテルペン類が多く含まれ、
血圧を下げ、 血行促進作用、 鎮静作用があります。
セリやうどに多く含まれています。

