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エッフェル塔　Ｈ２７.作品

Ｈ２７.１０. ハワイにて

ロコモティブシンドロームって？
～運動器症候群～

運動器の低下のために要介護になったり、寝たきり
になる危険が高い状態のことです。

免疫力アップで体を守ろう！
～NK細胞を活性化しよう～

風邪をひきやすい、治りにくい、疲れやすい…加齢、
ストレスにより免疫力がダウンしているのかも？

◎運動器とは？

骨、関節、筋肉や

神経などで構成さ

れる「運動器」。

自動車に例えると

ボディ(車体)やタイヤのようなもので、それぞれ

が連携して働いており、どれか一つが悪くても身

体はうまく動きません。

７つのチェック□

① ２キロ程度の買い物を持ち帰るのが困難

② 家の中の重い仕事（布団の上げ下ろし、

掃除機の使用）などが困難

③ 片足立ちで靴下がはけない

④ 手すりがないと階段を上れない

⑤ 横断歩道を青信号のうちに渡りきれない

⑥ 何もないところでつまずく

⑦ １５分続けて歩けない

◎政府が警鐘！メタボの次はロコモ！

女性は男性に比べて骨も筋肉も弱く、予備軍になりやすい

ので要注意！これからの対策が必要です！

◎ロコモの対策

骨や筋肉を強くする食事を摂る

５大栄養素（炭水化物、脂質、たん

ぱく質、ビタミン、ミネラル）をバ

ランスよく摂ろう！

運動習慣をつける

片足立ち、スクワット、ストレッチ、ウォーキング、ラジオ体操

など、自分にあった方法で毎日継続して行うことが大事です。

ロコモ
３大原因

◎免疫力とは

・病原菌やウイルスなどの外敵の侵入を防ぐ

・体内にできた害をもたらす細胞を除去する

◎誰でもある！？がん細胞

健康な状態でも、がん細胞は毎日体の中で発生してい

ます。では、なぜ、がんにならないのでしょうか？ ◎こんな人は要注意
　ＮＫ細胞活性化の低下の原因
□お風呂よりシャワー派

□酒・タバコが大好き

□便秘、またはすぐ下痢になる

をご紹介！

□夜更かし

□野菜嫌い

□運動不足

声をあげて笑いましょう！ＮＫ細胞（ナチュラルキラー細胞）に注目！

リンパ球の一種で、血液の中にいて体中を駆け巡

り、有害なウイルスやがん細胞を撃退しています。

皮つきでジューサーにかけ、

早めに頂きます。

プラスすれば より効果アップ！ 

・ジャガイモ 1/4

・レモン　　 1/2

・小松菜  4～5枚

● ニンジン　2本

● リンゴ　　1個

・キャベツ  2枚

・シソ   4～5枚

・黒ゴマ   少々

１つでも当てはまった場合は、ロコモ

の可能性があります。

呼吸器 循環器

消化器

運動器

４０代の５人に４人が予備軍？

免疫力アップジュース免疫力アップジュース
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１．筋力低下
２．バランス能力低下
３．運動器の疾患
　　（骨粗しょう症など）

★無農薬、減農薬の野菜を

お勧めします。

★毎食後に頂くと効果大。

□ネガティブ

□冷え症・低体温

～健康の巻～



アビリティーの 　　です！ご縁ご縁

有限会社 そよ風  代表取締役 村手 克行氏10縁
第

この経験から、自分もカイロプラクターになって困っている人を助けた

いという思いで、大学卒業後、東京にあるカイロプラクティックの学校

へ入学し、そのまま約10年間の修行を経て、2008年９月に地元である一

宮で開業し、今年で８年目を迎えることができました｡

カイロプラクティックは、背骨を整えて神経のバランスを良くすること

で身体を健康へと導いていく、アメリカ発祥の自然療法です。

カイロプラクティックと聞いて、「痛い」とか「怖い」と思われる方も

多いかもしれませんが、当オフィスでは、提携医療機関で背骨のレント

ゲン写真を撮ってもらい、それを基に安全かつ正確に、そしてアトラス

・オーソゴナル・カイロプラクティックをメインとする非常にソフトな

方法でアプローチをしていきます。

痛みやシビレ、原因不明の体調不良等でお悩みの方、是非ともご相談を

いただければと思っております。

よろしくお願いいたします。

私が、カイロプラクティックと出会ったのは高校２年生の時でした。野球で痛めてしまった肩の治療のため

に様々なところへ行きましたがなかなか改善せず、もがき苦しんでいたところでカイロプラクティックを紹

介されたのです。その当時はもちろんカイロプラクティックなんて何かも分かりませんでしたが、とにかく

治りたいという思いで行ってみることにしました。１回目の施術後から､「これは今までの治療と何か違う｣

というような感じがあり、そしてその２ヵ月後には不安こそ残るものの、かなり投げられるようになってい

たのです。その後も大学で野球を続けることになりますが、４年生の最後まで続けることが出来たのも、や

はりカイロプラクティックのおかげでした。

アビレターをご覧の皆様、こんにちは。

この度はこのようなご縁をいただき感謝しております。

一宮駅西の神山にあります北川カイロプラクティックの

北川勇介と申します。

北川カイロプラクティック
北川勇介

TEL：0586-52-3455  

北川カイロプラクティック 木・日・祝日休み ■受付時間
月・火・水・金曜日
午前   9 : 30～13 : 00
午後 15 : 00～19 : 00

土曜日
午前   9 : 30～13 : 00
午後 15 : 00～18 : 00

〒491-0904
愛知県一宮市神山 1-13-24

※予約優先

アビリティーの 　　です！ご縁ご縁

一宮市神山 北川カイロプラクティック 代表 北川 勇介氏11縁
第

有限会社 そよ風
〒493-0004 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字三出浦 31 番地
http://soyokaze-fuku.com

TEL ： 0586-84-1175

移動美容室 そよ風

私が北川さんに体のメンテナンスをしていただくようになり、4 年ほど経ちます。一般的なカイロ
というイメージとは、まったく違う施術でした。不思議？な治療法です。きっと一生メンテナン
スしていただくことになりそうですので、北川先生、よろしくお願いします。　　  　　　     木全

移動理美容車内を見せていただきましたが、車椅子ごと
車内に、そしてトラックの中が美容室に。すごい！きっ
とこのトラックの中では、お客様やスタッフさんのたく
さんの笑顔が生まれているのでしょう。
「笑顔をお届けする移動理美容車」ですね。            　 木全



～旬の巻～

による情報連携でよりよい暮らしへ「マイナンバー」「マイナンバー」

現在、マイナンバーがそれぞれのお宅に通知されています。

マイナンバーって、どんなメリットがあるのでしょう。

◎メリット

・マイナンバーって赤ちゃんでももらえるの？

ハイ、出生届けを提出し住民票が作成された時からもらえます。

・マイナンバーって日本国籍の人だけもらえるの？

イイエ、住民票コードを基礎として作成されるため、住民票を有する人全ての人が対象です｡

したがって、中長期在留者や特別永住者などの外国人も含まれます。

・個人番号カードには、有効期限がありますか。

ハイ、あります。

20 歳以上の方は 10 回目の誕生日まで、20 歳未満の方は容姿の変化を考慮し、５回目の誕生日

までを有効期限とします。

・個人番号カードの取得は義務ですか。

イイエ、個人番号カード取得は義務ではありません。しかし、政府としては取得を推奨します。

カードの取得によって、コンビニなどで、住民票・印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得

できます。

・通知カードはもらったら、どうするの？

大切に保管して下さい。個人番号カード申請時にも必要です。

マイナンバーとは？

Ｑ＆Ａマイナンバーマイナンバー

国民の利便性の向上

行政の効率化

公平・公正な社会の実現

年金や福祉などの申請で書類の添付が

減ります。

行政手続きが正確で早くなります。

適正・公平な課税を実現します。年金

などの社会保障を確実に給付します。

国民一人ひとりが持つ

12桁の番号のことです｡

～損害保険の巻～

お隣の家で火災発生。
我が家に火が移り、家が
半焼してしまった。お隣
に賠償してもらえるの？

故意、重過失でない限り損害賠償請求はで

きません。ご自身の火災保険での対応が必

要です。

Ｑ.

Ａ.

地震による津波で家が
流されてしまった。火
災保険で給付される？

火災保険のみの加入では給付できません。

地震保険から給付されます。

Ｑ.

Ａ.

地震保険だけ単体で加入
できるの？

地震保険単体では加入できません。火災保険

に地震保険をセットしての加入が必要です。

Ｑ.

Ａ.

飲酒運転で人をはねて、
ケガをさせてしまった。
自動車保険は、使えるの？

相手に対して(対人・対物)は支払対象とな

りますが、運転車本人のお怪我、車両の損

害に関しては支払対象となりません｡

Ｑ.

Ａ.

豪雨で、車が冠水して
しまった。自動車保険
は、使えるの？

自動車保険の車両保険に加入していれば､

給付対象です。

Ｑ.

Ａ.

子供が野球をしていて、
よそのお宅の自動車のガ
ラスを割ってしまった。
何か保険が使えるの？

個人契約の火災保険、自動車保険、傷害保

険等に日常生活賠償責任補償特約を付帯さ

れていれば対象となります。

(別名､個人賠償責任補償特約と言います｡)

Ｑ.

Ａ.

海外旅行は、クレジッ
トカードについてい
る保険で十分？

海外での治療や救援費用は、想像以上に高

い場合があります。クレカは、幅広く補償

されていますが、実際の支払いのケースで

は、症状によって1,000万円以上の治療費に

なる場合もあります。

お持ちのカードの補償内容を確認し、治療

・救援の補償、携行品、航空機や手荷物の

遅延補償など足りない部分を補える保険に

加入することをオススメします。

Ｑ.

Ａ. 台風で飛行機が欠航し、
海外からの帰国が 1日
延びてしまった。
海外保険は、有効？

飛行機の遅延や病気の治療等でやむを得ず

旅行スケジュールの帰国日が変更となる場

合は、保険会社が妥当と認める時間(72時間

限度)で保険期間が自動延長されます。

Ｑ.

Ａ.

Q＆AQ＆Aこんな時大丈夫？教えて


