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三つの要

す。たとえば、朝は出来るだけ早く起床
し、顔を洗い、舌を掃除し、排泄をし
て、オイルマッサージを行いシャワーを
文：蓮村

奮

★

浴び、朝日を浴びて散歩をします。これ
らの習慣はいずれも すっきり するた
めに行う内容であり、一日の初めにぜひ

私たちの日常は、様々な生活習慣に
よって成り立っていると言っても過言で

いるからこそ続けられているわけです。
では、毎日の習慣をより良いものに、

取り入れたいものなのです。そして、朝
からたくさん食べたり、遊んだりと、い

はなく、朝起きてから夜寝るまでの間

すなわち自分の心と身体を育み、豊かな

きなり各種の満足を求めないようにも気

に、ほぼ同じ時刻に同じようなことを繰

人生を送るためにはどうしたら良いので

をつけます。

り返し行っています。

しょうか？その答えの基本は、 喜びを

ある人は起きるとすぐにタバコを一

経験する と言うことです。

そして二つ目の要は、昼のピッタの
時間帯の生活習慣です。この時間帯で

服し、それから顔を洗い、ひげを剃って

私たちは、日常を通してより質の高

は、 満足 を心行くまで得るようにし

から朝食を食べています。昼食は週に四

い、豊かな喜びを経験したいと望んでい

ましょう。すなわち、美味しい食事を

日は会社から数分歩いたところにある蕎

ます。日々の生活が、新しい習慣を取り

しっかり食べて、十分に心と身体を満た

麦屋で天ぷらそばを食べ、夜仕事が終わ

入れることで、より喜びの大きなものに

してあげるようにするのです。なぜな

ると行きつけの飲み屋で揚げ物や刺身を

なっていくとしたら、私たちは容易に古

ら、昼のピッタの時間帯は、食事による

つまみながら、焼酎のお湯割を四、五杯

い習慣を捨てることが可能です。

満足を一日のうちでもっとも得やすいか

ほど飲んでから帰宅します。
さて、あなたがどんな生活を送って
いるにせよ、日常の生活習慣が、自分の

では、どのような習慣を、どのよう
にして取り入れていけばよいのでしょう
か？

らで、そこで得た満足感は、その日が終
わるまで自分を支えてくれるのです。
そして三つ目の要は、夕方のヴァー

心や身体にどの程度の影響を与えている

それには、三つの要があるのです。

タの時間帯の生活習慣です。この時間帯

かを良く考えたことがあるでしょうか？

ご存知のように、一日は４時間毎の

のポイントは、 リラックス です。一

おそらく朝の一服にしても、天ぷら

サイクルで、カパ、ピッタ、ヴァータの

日中活動してきた心と身体を、夕方の五

そばにしても、それほど考えずに毎日続

時間帯がやってきます。朝の６時から

時や六時に一度休め、休息を取るので

けているのであり、むしろ変えることの

１０時までがカパ、１０時から１４時ま

す。TM、TM シディーはもちろん、オイ

ほうが面倒くさく感じているのが普通で

でがピッタ、１４時から１８時まで

ルマッサージや半身浴もお勧めです。

す。しかし、もしこのような習慣の中

ヴァータ、そしてまた同じように、カ

ハーブティーを飲んだり、ゆっくり散歩

に、自分の心や身体を蝕むような習慣が

パ、ピッタ、ヴァータと繰り返されま

をしてもいいでしょう。これらをするこ

含まれているとしたら、長年それらを行

す。この時間帯の変化を踏まえ、私たち

とで、自分の内側の静けさを取り戻し、

うことで、大切な自分の人生を大きく損

は新しい生活習慣を組み立てていくと、

日中の活動の成果を喜び、自身の成長を

なう結果になる恐れもあるのです。

より自然な形で大きな喜びや豊かさを経

感じることができます。

とは言え、長年の習慣を、そう簡単

験することが可能になるのです。

日々の三つの要、すなわち すっき

には変えることができません。おそら

まず一つ目の要は、朝のカパの時間

り 、 満足 、 リラックス です。この

く、タバコにしても、天ぷらそばにして

帯での生活習慣です。この時間帯でもっ

順番で一日をお過ごしください。幸福を

も、嫌々続けているわけではなく（もし

とも大切なポイントは、 すっきりする

感じることができると思います。

かすると他に選択肢がないからかもしれ

ことです。カパの重さを取り除き、身も

ませんが・・・）
、そこそこ気に入って

心も爽快な気分になることで、一日を大
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Dr. タナカの

診察室の窓
文：田中

してあげられている病気群も変更され
ることになるでしょう。
生活法として、シロアビアンガと
いう頭部オイル塗布療法があります。
誠紘

めまいについて

自分でもできますが、クリニック、
TM センターでうけることがより快適
です。そして、ナスヤです。これは、

春、陽気がよくなってくると、め

していることがあります。また、最近

ギー（精製バター）を鼻腔に２滴づつ

まい、ふらつきに悩む人が目立ってき

では不安障害やパニック障害などの心

入れて、小指で軽く粘膜にすり込みま

ます。

因性のめまいが増えています。

す。１日３回程度行います。しかし、

春は、アーユルヴェーダにおいて

めまいの原因疾患がある場合、そ

ナスヤが、どうしても嫌いな人は決し

カパ（重い、鈍い質）の季節といわれ

の疾患を治していくことが先決です。

ます。春一番の強風をみると、それま

ですから、一度は耳鼻咽喉科などの専

ヴァータの乱れが関係しているの

での冬のヴァータ（軽い、不安定の

門科で診断を確定してもらう必要があ

で、首元、頭部が濡れないよう、冷や

質）を一掃するかのように見えます。

ります。

さないようにします。

て無理にしません。

急激に日照時間も長くなり、草木も芽

ヴェーダ健康法が、特に効果を発

を出し、季節の変化としては、年中で

揮するめまいの原因は、西洋医療で満

油の多い食品、不適切な朝、夜のヨー

最も大きく感じられます。

足のいかない場合であって、なかでも

グルトの摂食、極端に塩辛いもの・甘

西洋医学的な見方でめまいを大ま

メニエール病、ひどい肩こりからくる

いものなどを避けます。

かに分けると、末梢前庭性、中枢前庭

めまい、更年期障害、自律神経失調

パンチャカルマ（身体浄化療法）

性、非前庭性の３つのタイプがありま

症、BPPV などがあります。メニエー

のなかに含まれる経腸法（バスティ）

す。末梢前庭性のものには、メニエー

ル病は、医学的に難治性のめまいなど

は、めまい治療にとても重要です。

ル病、突発性難聴、良性発作性頭位眩

と認識していましたが、ヴェーダ健康

暈症（ＢＰＰＶ）などがあります。メ

法で波動療法などを併用

ニエール病は、原因不明のめまいの総

するとかなりの治療成績

称ともいわれ、突発性難聴とともに聴

が期待されます。ヴェー

力の問題を伴います。中枢前庭性のめ

ダ医療をしていて感じる

まいは、小脳梗塞や聴神経腫瘍などが

ことですが、西洋医療の

あります。これらは、生命に関わって

治 療 限 界 は、必 ず し も

くることがありますから、早急に検査

ヴェーダ健康法の治療限

が必要です。非前庭性のめまいには、

界とイコールではありま

糖尿病、血圧の異常、更年期障害、自

せん。きっと現在認定さ

律神経失調症などの全身性疾患が関与

れている特定難病疾患と
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食事法として、冷たいものの飲食、
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アーユルヴェーダ
ペンギン博士の

薬草学
文：小澤

歯磨き、化粧品の香付けに使われます。
また、ミドリハッカ（スペアミント）
は草丈６０ｃｍほどで、中央ヨーロッ
パ原産の多年草。外見がセイヨウハッ
カに似ていますが、茎も葉も緑色が濃
く、葉 が 大 き い の で、ミ ド リ（緑）

養能士

ハッカと呼ばれています。花付きの地
上部を水蒸気蒸留して得られる精油が

北海道のお土産屋さんではよくハッ

留して、粗製ハッカ油にします。工場

スペアミント油です。他のハッカ油と

カ油を売っていますね。ペンギン博士

でさらに精製し、ハッカ脳（メントー

異なりメントールは含まず、カルボン

も北海道に行くと空港の売店などで

ル結晶）と透明な精製ハッカ油を生産

が主成分でペパーミント油より穏かで、

ハッカ油をよく買います。１０年程前、

し ま す。石 鹸、タ バ コ、歯 み が き、ド

ガム、カクテル、歯磨き、菓子などの

東京渋谷の東急百貨店での催し物に出

ロップ菓子等の香味付けに使われます。

香味料として使われます。

展したとき、隣で威勢のよい声で北海

湿布薬、胃腸薬、目薬等の薬用として

道産ハッカ油を売っていたおじさんが

も有用です。

印象的でした。余り印象的だったので、

ハッカ３種はピッタとカパを鎮める
効果があり、神経や消化機能を鎮める

北見地方は山間部が多く、道路が悪

穏かな作用を持っています。身体をリ

その商品を見るとつい買ってしまうペ

かったが、ハッカ（薄荷）油は薄い荷

ラックスさせ、神経や感覚をスッキリ

ンギン博士。

物で輸送が容易であったこと、収穫期

させるので、広く使われています。セ

さて、ハッカ油の原料のハッカはシ

の夏に雨が少なく良品を生産できたこ

イヨウハッカは刺激作用が強く、消化

ソ科の多年草で、草丈が６０ｃｍほど

となどで、北見の特産品として有名に

を助けるのに効果的です。ミドリハッ

になります。北海道の北見地方が主産

なりました。一時期はほとんど消滅状

カはリラックスさせる働きや利尿作用

地で、ニホンハッカとも呼ばれる日本

態であったニホンハッカですが、最近

に優れています。アーユルヴェーダ調

特産の作物です。２００年前頃から日

その価値が再認識されてきています。

剤ではセイヨウハッカは喉、関節、皮

本各地で栽培が始ったそうで、スッと

ＪＲ北見駅ではハッカ油のスプレーで

膚のトラブルや女性向けのラサヤナ原

する成分のメントールが大変多く、北

観光客を出迎えたり、ハッカ記念館を

料として使われ、ミドリハッカは女性

見では一時期世界のハッカ油の７０％

作ったりとハッカの里として観光客を

向けのハーブティーの原料として使わ

を 生 産 し て い ま し た。最 近 は 別 種 の

集めています。

れています。疲労回復、頭や鼻をスッ

ハッカ油や合成品も出来てニホンハッ

別種のセイヨウハッカ（ペパーミン

キリさせたり関節や腰の痛みを和らげ

カの栽培は減っています。現在は別種

ト）は草丈９０ｃｍ程になる長身の栽

たりする症状別のアーユルヴェーダ・

のセイヨウハッカ（ペパーミント）や

培種。生の葉の味が良く、生葉を刻ん

アロマオイルにもペパーミント油とス

ミドリハッカ（スペアミント）が多く

で魚肉料理のソースに使ったり、カク

ペアミント油がかなり使われています。

なっています。ペンギン博士がいつも

テル類の美しい緑色と香りを付けたり、

買っている北見ハッカ油もペパーミン

ガム、ゼリー等の菓子類の香付けに使

スペアミント油もなくてはならないも

ト油でした。

われます。茎葉を水蒸気蒸留するとペ

のですね。ハッカの良い香りの中、今

ニホンハッカは苦味が強く、樟脳臭

パーミント油が取れます。強心剤、興

日も頭をスッキリさせ、仕事に頑張る

があり生葉を直接使いません。生の葉

奮 剤、胃 腸 薬、咳 止 め、風 邪 薬、軟 膏

ペンギン博士でした。

を刈り取り乾燥後、各農家で水蒸気蒸

や 貼 り 薬 な ど の 薬 用 の ほ か、洋 菓 子、

花粉症の季節にはペパーミント油も

アムリットＭ４タブレットタイプ 新発売！
Ｍ４ジャムの砂糖、蜂蜜、ギーを除き、濃縮して細長い錠剤にしたものです。
Ｍ５ハート型と同じように食べやすくなりました。
マハリシ・アーユルヴェーダ入門小冊子、マハリシ・アーユルヴェーダ製品解説等 資料、サンプル無料配布中

１月分約６０粒（約６０ｇ）入り
７ 5 ００円（消費税別）

有限会社 アムリット
〒510-8121 三重県三重郡川越町高松985-7 TEL:0593-65-8631 FAX:0593-65-7376
URL http://www.amrit.jp/ e-mail info@amrit.jp
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＜材 料＞‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑３〜４人分
などに取り冷ましておく。レタスの葉は、一口大に
中華蒸し麺 ....................................................３玉
ちぎっておく。ニンジンは皮をむき５ cm くらいの
菜の花 .......................................................1/2 把
長さの千切りにする。ショウガはみじん切りにする。
アスパラガス .................................................１束
レタスの葉 .................................................大３枚
ϲフライパンにヒマワリ油１とクミン、ショウガを
ニンジン ..........................................1/2 本
入れて中火にかけ、クミンのまわりに泡が
油揚げ .........................................1/2 枚
イチロウの
昆布だし汁 ..................................50cc
立ってきたらアスパラガス、ニンジンを加
ショウガ......................................20g
えて炒め、火が通ってしんなりしてきた
クミン.....................................大匙１
ら菜の花、レタス、油揚げを加えてさっ
ヒマワリ油 1 ...........................大匙１
ヒマワリ油 2 ...........................大匙２
と炒め、いったん別の皿に移しておく。
春野菜いっぱい
塩 小匙 ..............................１と 1/2
塩焼きそば
ϳ２のフライパンにヒマワリ油 2 を熱し、
黒コショウ....................................少々
蒸し麺をほぐさずに入れて両面が少しきつね
【作り方】
色になる程度に焼いてから、昆布だし汁を加えて
ϱアスパラガスはかたい根元を除き、５ mm くらい
ほぐし水分が無くなったら、２の具と塩、黒コショ
の厚さで斜め切りにする。菜の花は堅い茎を除き、
ウを加えて混ぜ炒める。
塩適量（分量外）を加えた熱湯で色よく茹で、ざる

●─好評発売中！
・女性のためのマハリシ・アーユルヴェーダ 第一部 心と身体の健康

下山 訓永 著／蓮村 奮 監修
定価：800 円＋消費税／Ａ５版 （表紙カラー）
発行：日本マハリシ・アーユルヴェーダ健康教育センター
協力：特定非営利活動法人 ヴェーダ平和協会・マハリシ総合研究所

・菜食レシピ集

春夏秋冬 12ヶ月のお献立

第１集・第２集

監修：蓮村奮 レシピ：大江イチロウ・他
定価：各 420 円（税込・送料別）
＜ お求めは ＞
マハリシ総合研究所
または、
日本マハリシ・アーユルヴェーダ健康教育センター
電話：０４２−５４０−９０６１（土・日・月休み）

●─支払いの一部にクレジットカードが使えるようになりました。
マハリシ立川クリニックとマハリシ那須クリニックでは診療費
の一部の支払いにクレジットカードが利用できるようになりま
した。詳細については、各クリニックにお問い合せ下さい。
●─予防健康診断と人間ドックのお知らせ
マハリシ立川クリニックでは、マハリシ・アーユルヴェーダに
基づいた理想的な予防健康診断と人間ドックを行っておりま
す。是非多くの方に受けていただき、健康増進に役立てていた
だきたいと思います。
なお、料金、その他ご不明な点についてはマハリシ立川クリ
ニックまでお問い合せ下さい。

ご閲読のご案内
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