たくさんのお便り本当にありがとうございます！

夏に汗をかくことには意味があり︑夏バテを防ぐための大切なからだの機能のひとつ︒
古くから伝わる涼み道具や︑自然の存在を取り入れて︑
夏を風情のある季節にしましょう︒
地球温暖化を促す家電製品の使用をなるべく控えることで︑
からだのサイクルに即したライフスタイルの見直しにもなります︒

体温調節機能を崩す一因になる
冷房の使用

今では︑
オフィスや交通機関などのパブリッ

なりました︒

クな場所も︑
家庭も︑
夏の冷房が当たり前に

確かに冷房は私たちの生活を楽にしてく

れましたが︑人が本 来 備 えている体 温 調 節

なく 扇風 機を使 用するなど︑家 電製 品の使

機 能 を 崩しやす くし︑頭 痛や疲 労 感 ︑自 律

神 経 失 調 症などの症 状をもたらすひとつの

用をなるべく控え︑
環境だけでなく︑
私たち

のからだにも自然なサイクルを思い出させた

いものです︒

原 因になるということを︑どのくらいの人々

が自覚しているのでしょうか︒

電 気 消 費 量が高 くなる夏こそ︑冷 房では

オーガニック生活便
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オーガニック生活便では、
たくさんの商品を取り扱っています。
お気に入りの普
段使いのものが見つかると、
うれしいです。
●ペンネーム おぐサン
からだに悪くなく良い香りのする洗濯洗剤はないでしょうか？ また、値段も
高くないものを期待します。
確かに最近では香りを重視している洗剤を良く店頭で見かけます。
オーガニッ
ク生活便では、
無香料のものを始め、
やさしい香りの洗剤を用意しています。
ま
とめ買いなどでお得な商品もありますので、
お試しください。

環境保全のため、
アイシスは山梨県で無農薬のブドウ作りを始めました。
昨年、山梨県甲斐市で無農薬のブドウ作りをして
いる愛農塾と知り合いました。
その時は、
ブドウの収穫時期で、作業に参加して
収穫を一緒にしました。
そして今年の3月からブドウの枝の手入れ、5月は
ブドウの房の剪定、6月は房の袋掛けをしました。
後は、
ブドウが熟した8月終わりごろの収穫を待つ
ことになります。
愛農塾の佐藤さんは、25年前から甲斐市で地元
の農家の方の畑で農業を営んできました。その
畑には、
ブドウ園も含まれ、手入れを始めるときに
は150cm程の高さのブドウ棚を超えるほど草が
生い茂っていたそうです。
山梨県は自然も多く、綺麗な水も手に入ります。
その美しい環境を壊さないためにも、アイシスは
無農薬でのブドウ作りを続けていきます。

ご利用案内

水や植物などの自然の力を利用して
節電にもなる涼を取る

公式オンラインショップにて厳選基準をクリアした１００ブランド・１，
３００以上の商品を紹介中。

●ペンネーム EBサン
オーガニックという言葉を聞いた事があり、
自分の生活に、取り入れたいと考
えていましたが、
なかなか手に入れられる機会がありませんでした。新聞で見
ました紫草クリームを使ってみたら肌によく合い気に入りました。この機会
に、
オーガニック生活を取り入れてみようと思います。

発行:（株）アイシス
編集:アイシス編集部

自然の 力を
利用して
夏を 過ごす

アイシス
「オーガニック情報便」は、
人と地球にやさしいオーガニックライフを送るための
ヒントになる情報をお届けします。

スマホで
チェック！

電話でのご注文

0120-1515-45

受付時間 9:00〜21:00（1月1日〜3日を除く毎日）
●携帯電話からでも、ご利用になれます。はじめてお申し込みのお客様は、その
旨お伝えください。まず、お名前、ご住所、お電話番号を伺ってご登録させていた
だきます。

専用ＦＡＸのご注文

042-675-4608

インターネットでのご注文

http://isis-gaia.net

アイシスオーガニックコスメWEB相談室

cosmetics@isis-gaia.net
●メーカーに問合わせの必要があるご質問や、インターネット
状況などの諸々の事情から、回答メールをお待たせする場合が
ございます。
●回答メールの送信は、土日・祝祭日・年末年始・夏期冬期休暇
は除きます。
●こちらから返信する際にエラーとなってしまう場合がありま
す。確実に回答させていただくために設定状況をご確認くださ
い。

りでなく ︑消 化 不 良 ︑体 力 減 退 ︑不

バランスや栄 養 不 足につながるばか

飲料ばかり 飲むと︑身体機能のアン

り ︑食 欲がないためにビールや清 涼

暑 さに耐 え られ ず 冷 房に頼った

だに熱がこも り 熱 中 症になったり︑

失 調 を 起こしま す ︒ときには︑
から

調節が狂い︑
自律神経や内分泌系の

この発汗機能が低下すると︑
体温

がる重要な働きを担っているのです︒

という︑脳の温 度 調 整にも 直 接つな

ぎ一定に保つように体温調節を行う

きに︑熱 を 逃して︑体 温の上 昇 を 防

ときや︑
からだに熱がこもっていると

温 まるので︑
日 中 も 夜 も一層 暑 くな

ま朝を迎え太陽が沈むまで地表が

がるのを防 ぎ︑気 温が下がらないま

房の出す温度が︑
夜の間に気温が下

にまでしかなり ません︒ですが︑冷

翌日は自然のサイクルに則した暑さ

に受けた太陽の熱さを冷やすため︑

来なら気 温の下がる夜に地 表は昼

表をさらに熱 くしているのです ︒本

じつは︑
この夜の冷房の使用が︑
地

公式オンラインショップにて厳選基準をクリアした１００ブランド・１，
３００以上の商品を紹介中。 スマホで
チェック！
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からだのアンバランスと地球温暖化を促す家電製品を見直す

眠︑
体調や生活リズムの崩れ︑
という

血栓ができやすくなって脳梗塞にな

汗をかくことで
からだのバランス機能を整える

悪循環に陥るケースが多いのです︒

801330 桃の葉 まかないこすめ
648円（税込）
薄い緑色で桃の葉の香り。

るのです︒

802876 ジンジャーティ ゾネントア
（ティーバッグ） 972円（税込）
「冷え」にうれしいハーブティ

夏の日射しには紫外線が多く含まれ、
肌に良くない影響を与えます。露出し
た肌を日射しから守るため、外出時
には日傘を愛用したいものです。
白
色よりもベージュや濃い色の方が紫
外線を遮断する
と言 われ ていま
す。麻や綿などの
天然素材がおす
すめです。

り︑
それが突然死を招くということ

801404 ジンジャーパウダー
（ガーゼ付き） ムクティ
100g 1,296円（税込）
アーユルヴェーダ式ショウガパワー
でからだポカポカ

日傘

夜だけではなく日中の冷房の使用

800508 ひのき精油 喜多製材
所 2,000円（税込）
ひのきの香りで気分もリフレッシュ

801055 吉野森の妖
精（ひのき水スプレー）
喜多製材所
200ml 800円（税込）
家中、
森林浴気分！

夏の日射しを
優雅に遮る

その悪 循 環 を 止めるのが︑﹁ 汗 を

衣服や住まいの防腐と防虫、
消臭に
も安全で自然なものを使用したいも
のです。すでにブームが起こってい
ますが、
やはりヒバやヒノキ、炭がお
すすめです。

も︑
この悪 循 環を促し︑温 暖 化を進

ヒバ、
ヒノキ

夏は熱帯夜という︑
風もなくとて

ショウガには、殺菌、抗菌作用があり
風邪や食中毒を予防します。
また、
血液の抗酸化作用もあるので、
体温調節にアンバランスが見られる
ときに効果があります。
ハチミツ、
レモ
ン、
ユズ、
カリンを加えたショウガ湯を
ビールや清涼
飲料の代わり
に飲むと良い
でしょう。

もあります︒

ショウガ湯

ないことがエチケットのように思って

森の香りで、
さわやかな
防腐、防虫、消臭を

かく ﹂という 単 純なこと︒汗 をかか

殺菌、抗菌、
血液の抗酸化作用のある

木簡（長さ３０ｃｍくらいの木片）
を何
枚も閉じ合わせた平 安時代の扇
「桧扇」
が扇子の始まりです。
折り畳めるため、外出時の携帯にも
適しています。
麻、綿、紙など多くの天然素材が使
用され、絵柄も美しい香りつきの扇
子もあります。

めています︒私たちの生 活の見 直し

江戸時代の行事のひとつとして、土
用の日には桃湯に入る習慣がありま
した。桃湯には肌荒れや湿疹、
あせ
も、
虫刺されなどの皮膚のトラブルで
起こった炎症を抑える効果がありま
す 。生 の 桃 の
葉３０〜４０枚
を鍋で煮出し、
煮 汁ごと浴 槽
に入れます。乾
燥した 葉 でも
大丈夫です。

も暑く寝苦しい夜があり︑
冷房をつ

食欲不振にはペパーミントやレモン
グラス、消化不良や倦怠感にはロー
ズマリー、自律
神経の強化に
ラベンダー、か
らだの冷えには
カモミールやラ
ベンダー、不眠
症にはレモン、
などがおすすめ
です。

扇子

桃湯

ハーブティー

いる人もいますが︑
じつはからだにと

肌荒れにおすすめ、
桃の葉のお風呂

と改善が必要とされているのです︒

コンパクトな
外出時の必需品

食欲不振や
自律神経の強化に

けてしまう人も多いでしょう︒

屋外

って大 切な働 き をしていま す ︒暑い

室内

自然の力を利用した夏の過ごし方

その他

