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ラッコ新聞

■霜月の由来：「霜降り月・霜降月（しもふりつき）」の略とする説が有力とされる。 

11/3文化の日　　　
11/23勤労感謝の日

座間市東原3-23-1
草加市北谷2-23-23
厚木市岡田3-17-10

相模健康センター
草加健康センター
東名厚木健康センター

☎046-253-4126
☎048-941-2619
☎046-227-4126

11月7日は「立冬（りっとう）」
11 月 7 日は冬の始まりの日、二十四節気の一つ『立冬（りっとう）』です。
秋も深まり朝晩が冷えてくると、そろそろ冬をかな？と感じる季節になります。

立冬は季節の変わり目でもあります。体調を崩す方が多い時期です。
たくさん食べて栄養補給し、体調を崩さないように気をつけましょう。

健康センター各店では 11月1日より、体が温
まる「お鍋」を含めた冬メニューがはじまります！
10月8日～15日の8日間、独自の公約を掲げた鍋選挙が行われました。
上位 2種類の鍋が「2017年冬メニュー」として、掲げた公約を実施します。

立冬に旬な食べ物はいっぱいあります。
芋類やきのこ類などの旬の食べ物の他にほう
れん草や白菜、大根なども旬の食べ物の仲間
入りしていきます。他、ニラやネギなど美味し
い時期なので、一緒に合わせて食べるのがオ
ススメです。野菜だけに限らず、魚介類では
鮭や鯖、牡蠣なども旬の食べ物とされていま
す。さらに、蟹も種類によっては旬になります。

旬を食べよう！

11月26日は「いい風呂の日」
11 月 26 日は『いい風呂の日』です。
日々の入浴の大切さを考えよう！

（東京ガス「話のたまご」より抜粋）

風呂が心と体に効くのはなぜでしょうか。
その理由は、お湯が持つ「温度」「静水圧」「浮力」「水
流」の4つの要素にあります。温かいお湯につかると、
熱（「温度」）の作用と「静水圧」のマッサージ効
果で血行がよくなり、体が芯から温まって筋肉の緊
張が解けると、心の緊張も少しずつほぐれてきます。
服を脱ぐと衣類の重みや締めつけから解放されて、
体は楽になりますが、さらにお湯の中では水の「浮
力」が働いて、重力は 9 分の 1 になります。だから
お湯につかると、心も体も芯からリラックスできるの
です。また、シャワーには「水流」の刺激がさまざ
まなマッサージ効果をもたらすという点があります。

お湯が持つ、4つの要素が心と体に効く

健康、疲労回復、リフレッシュなど、入浴にはさまざまな効果があります。
目的に合わせた入浴法を活用しましょう。

健康センターで「いい風呂」を楽しみましょう！

温度

浮力水流

静水圧

あったか
お鍋♪

お風呂が心と体に効く
4つの要素

効仙薬湯
長年の研究を経て厳選され
た８種類の生薬をふんだん
に使用した、薬湯です。医
薬部外品の薬草を、自社薬
草専用工場にて精製、調合
しております。神経痛・冷
え性・腰痛などの症状を緩
和する効果があります。

露天草津温泉
群馬県草津温泉湯畑より直
送の源泉有効成分を濃厚に
した液状の浴剤を使用。神
経痛・リウマチ・冷え性や
痔や汗疹など、様々な効能
があるとされており、泉質
が強酸性硫黄泉で “美肌の
湯” としても有名です。

高濃度炭酸泉
皮膚の表面につく気泡が炭
酸で、皮膚表面から体内に
吸収されます。炭酸の効果
で全身の血管が開き、血液
の流れがスムーズになりま
す。血液の流れがスムーズ
になることで、体の痛みや
肩こり・腰痛・膝痛等が和
らいでいきます。

2017
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※写真は２人前です。

1位 2位鍋選挙開票
お客様が投票して
頂いた結果、この
２品に決まりまし
た ! ご協力ありが
とうございました。
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結果発表
第２回

料理王決定戦

880円バトル 優勝者は！
バチバチ

2位 3位1位 東名厚木店／篠崎
柚子胡椒入り海鮮
あんかけ焼きそば

＜受賞コメント＞
次回のバチバチバトルも1 位を取れる様
これ食べてみたいなと思うような料理を
考案していきたいと思います。

東名厚木店／六車
わたしの海鮮丼

＜受賞コメント＞
まさか 3 位に入ると思わな
かったので嬉しいです。

相模店／齊藤
愛♡台湾セット

＜受賞コメント＞
１位を狙っていましたが残
念ながら２位でした。
次回は皆様に食べていた
だける料理を提案して料理
王になりたいと思います。
料理王に 俺はなる！

３店舗共通

相模健康センターより

11/12日
14時～／19時～
最近テレビで話題沸騰中!!
女性達を熱狂させるムード歌謡・高身
長イケメングループ

10/8（日）に行われた「北川大介特別歌謡ショー」を観覧されたお客
様の喜びの声の一部をご紹介いたします！

イベント
レポート

北川大介特別歌謡ショー

特別
ライブ救養草体験

お客様の声！

（60代女性）

足先があたたまり、気
分最高です。今日誕生
日、いい思いをさせて
いただきました。 （70代女性）

自宅の風呂は転倒する
のが怖く、これだった
ら足元から体全体があ
たたまり良かったです。

お客様の声が、相模店の「宝」です！
皆様のお声を聞く事が私たちの何よりの喜びです。

（50代女性）

母が足腰が弱く、センターへ連
れてくることができず。足を入れ
るだけでセンター気分が味わえる
ので買っていこうと思います。 （40代男性）

気持ちがい
い。足のむく
みに良いと
思います。

健康センターのホームページで観れることを知り、問合せ前泊し、たっぷり観れました。
距離も近く握手もできました。当日限定のお弁当を注文したらサイン色紙も当たり、良い
ことづくめでした。次回も必ず伺います。ありがとうございました（横浜市在住 40代女性）

3 年前くらいからファンで今日は娘に無理を言い朝から並び一部も二部も見させて頂きま
した。歌とおしゃべりが楽しくて、来た甲斐がありました。またお風呂の薬湯風呂に何度
も入らせて貰いました。お湯も素晴らしく贅沢な1日になりました（大和市在住 70代女性）

東名厚木健康センターより

11/11土 14時～／19時～
イケメン演歌歌手「イケメン3」メンバー
神奈川県足柄上郡松田町出身の演
歌歌手。

北川大介
橫濱の
ブルース

10/1（日）～ 28（土）の期間中、精算時 5,000 円以上
のお客様対象にフロント前にある大きなかぼちゃの重
さを予想して景品が当たるイベントが開催されました。

ハッピーハロウィン
かぼちゃの重さ当て！

お得
情報

忘年会シーズンがやってきます！
「入館料」＋「ドリンク飲み放題」＋「選
べるフード 2 品」＋「カラオケ」でなん
とお一人様 3,000 円（税抜）！通常より
も 7,300 円もお得なプランです！飲み
放題・お風呂入り放題で女子の会話は
止まらない！大いに盛り上がってくださ
い！ご予約はお早めに！

女子必見！女子会プラン
特別

歌謡ショー

イベント
レポート

第1回目･･･18.75㎏
第2回目･･･17.75㎏

ファンサービス精神旺盛な北川大介さん

詳しくは館内ポスター
または HP で。

大ちゃんの大ファンで厚木も
草加にも応援で行きます！
    （厚木市在住 60 代女性）

第 1回目･･･応募総数
第2回目･･･応募総数

434 名
1,046 名

ピタリ賞該当者なし
ピタリ賞 3 名！

※写真は1回目のかぼちゃかぼちゃの
重さは…

草加健康センターより

11/4土
14時～／19時～
最近テレビで話題沸騰中!!
女性達を熱狂させるムード歌謡・高身
長イケメングループ

お土産売り場 特別
ライブ

テレ玉
夢劇場音楽堂
（放送予定）

「第1回夢劇場のど自慢グランプリ」
東京決勝戦（12/1㊎）に出場！！

優勝者は･･･
イベント
情報

ご飯のおかずにも、お酒
のつまみにもぴったり！

殻のまま燻製。薫煙の香
りが漂う！

よりぜいたくに、黒糖を
二度塗りした麩菓子

千葉県産ピリ辛いわし 二度ぬり ふ菓子くんせいたまご

21 3

11/12（日）午後1時より「第16回カラオケ大会」を開催い
たします。優勝者はな、なんと！テレ玉で放送される「第1回
夢劇場のど自慢グランプリ 東京決勝戦」出場の切符が！！
自慢ののどを披露してみませんか？応募要項は店内ポスターを
ご覧ください！みなさまのご参加お待ちしております！

第16回
カラオケ大会開催決定！

出場者募集中！！


