


 

はじめに 

皆さん！ 笑っていますか？ 昔から「笑いは百薬の長」「笑いに勝る良薬なし」

と言われています。また、「病は気から」とも言われ、人間の持っている潜在意識

（自然治癒力）によって病がある程度良くなることも知られています。この潜在意識

を高め、気の高ぶりを抑える（リラックスさせる）のが「笑い（ユーモア）」です。

「笑う」ことによって交感神経の緊張モードが緩み、継続的な交感神経緊張状態が解

消されますので、様々な病気の予防や改善に役立つようです。 

ここでいう「笑い」とは、娯楽番組やお笑いなどによる「笑わせてもらう」受け身

の笑いではなく、自分から笑う、積極的な笑いです。自ら笑うこと（ユーモア）によ

って、人は体からエネルギーを放出し、索漠とした心は潤い、人によってはこころか

ら癒されると私は考えています。笑うのが苦手だという方もいらっしゃるかもしれま

せんが、今回ご紹介する「笑顔体操」を続けますと、「自ら笑う」新習慣が身に付

き、自然と笑えるようになります。そして「仕事は楽しく・人生はおもしろく」なり

ます。是非、ご笑味ください。 
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顔の表情が固まっていませんか。笑顔体操

で、一日を笑顔（いい顔）で始めましょう。

いい顔をしていると、あなた自身がリラック

スでき、考えが深まり、新たな発想がわいて

きます。相手も自然とこころを開いてくれま

すので、良いコミュニケーションにつながり

ます。 

➊ 朝、鏡を見ながら笑う 

 

「おはようございます」と元気な声で笑っ

て、鏡に映っているもう一人の自分に挨拶

をしてください。 

⇒あなたが笑わないと鏡のあなたは笑いま

せん。 

 

 

➋ 大きく口を開けて「あえいおうあお」と言う 

 

２～３回繰り返す。口を左右に動かして鼻の下も伸ばす。 

⇒顔の周りの筋肉がほぐしてください。 

 

 
 

➌ 口を最大限に開けて（「いー」の口）数秒保つ 

 

２～３回繰り返す。 

⇒飲み込むのに必要な、のど仏を持ち上げる筋肉が鍛えら

れます。誤嚥の予防にもなります。 

 

 

１ 朝の笑顔体操の実践

●笑顔体操の効能● 

・ストレス解消（快笑）。ストレスを笑い飛ば

します。 

・脳の活性化。新たな発想がわいてきます。 

・自然に笑えるようになり、コミュニケーショ

ン力もアップします。 
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➍ 舌を回す 

 

舌で笑み筋（えくぼのできるところ）を中心に口の周りを

押し上げる。 

⇒舌を運動させることで唾液が出やすくなります。唾液に

は殺菌・抗菌作用等もあり風邪や虫歯、歯周病等の予防に

もなります。 

 

 

 

➎ 耳の全体を引っ張る 

 

耳ツボ刺激は、古くから伝わる中国の治療法。 

⇒耳の外側には交感神経、中心部には副交感神経が密集し

ています。様々な効果があります。 

 

 

 

➏ 顔全体のしわを伸ばす 

 

⇒顔のマッサージです。表情筋をほぐすと首こり、肩こり

の解消にもなり、ほうれい線が消え、老化防止にもなりま

す。表情も豊かになります。 

 

 

 

 

➐ 「はひふへほ」と笑う 

 

「ハッハッハ、ヒッヒッヒ、フッフッ

フ、ヘッヘッヘ、ホッホッホ」 

と3回～5回笑って、笑っている自分の顔

を鏡で見て、その笑顔を脳に焼き付けてく

ださい。脳は自分の笑顔を見て「楽しい」

と思いこみますと自然と笑顔になってきま

す。 

⇒笑うと脳血流が増えて脳が活性化しま

す。 
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➑ 鏡に映っているもう一人の自分を褒める 

 

⇒「頑張っているね」「美人ですね」「私はしあわ

せです」などと自分を褒めてあげると、脳が喜び、

今までにない笑顔になります。「やる気」「自信」

が出てきます。 

もう一人の自分を大切にしてください。 

 

 

➒ ネガティブな気持ちを吐き出す 

 

⇒逆に、嫌なことがあれば、鏡の中の自分に

向かって「だれだれは嫌いだ！」「これが納

得いかない」などと正直に言います。そうす

ると、鏡に映るもう一人の自分が「そんな嫌

な顔するな！」と言ってくれます。「そう

だ！ 笑わな」と思い笑えば、良きストレス

快笑
．．

になり、脳が活性化して、いいアイデア

が湧いてきます。 

 

➓ もう一人の自分と対話する 

 

⇒最後に、朝一番、鏡に映っているもう一人の自分と対話してください。これを「自問自答」とい

います。自問自答しますと、問題点と己の考えが明確になりますよ。もう一人の自分はあなたのこ

とを一番よく知っています。もう一人の自分は、あなたを裏切りません。もう一人の自分はあなた

と共に喜び、悲しんでくれます。もう一人の自分に何かを相談しますと、一緒に考えてくれます。 

大切な親友です。 

もう一人の自分とはあなたの潜在能力の

ことです。潜在能力は「火事場の馬鹿力」

を出してくれます。凄いのです。また、自

分から笑わないと鏡に移っているもう一人

の自分も笑いません。相手の笑顔がほしけ

れば、自分から笑顔で接することですね。

所要時間 30秒でストレス快笑
．．

です。 

 

 



5 

 

 

朝、笑顔体操をしてから家を出ますと、職場に着いたとき、もうすでに笑顔になっ

ています。職場で、笑顔と笑顔を交換しますと、お互いに自然と一言（挨拶）がでま

す。「おはよう」「おはようございます」の一言が、「今日はお天気が良いですね。

あたたかいですね」などのもう一言につながります。これが良きコミュニケーション

の始まりです。あなたが笑うと相手も笑う。これが「笑顔のこだま」です。 

できましたら、寝る前も同じ体操を繰り返してください。一日中のストレスが笑顔

で吹っ飛び、熟眠できます。「笑顔は健康長寿への常備薬」です。 

 

 

日本三大美人は、京美人、秋田美人、博多美人と言われ、世界三大美人は、クレオ

パトラ（プトレマイオス朝エジプトの女王）、楊貴妃（唐玄宗の皇妃）、小野小町

（平安時代前期の歌人）と一般的に言われています。 

四字熟語では、美男には眉目秀麗、美女には容姿端麗がよく使われます。逆に、美

人薄命、八方美人などの熟語もあります。 

また、正真正銘の美人を指すのに「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」

のような花の比喩もよく使われます。 

美人の条件には一般的に、きめの細かい色白の肌、ふっくらした頬、きれいな黒髪

などが挙げられます。大きな目、二重まぶた、細長くて高い鼻、長身、美脚など、そ

の時代の流行にもよります。男性も、長身だとかっこいいと言われたりします。 

これらの容姿に関することは、遺伝的な要素が多く、本人がいくら努力してもなか

なかなれません。そこで思い出したいのが、「笑顔美人」「笑顔美男」です。「笑顔

美人」「笑顔美男」には遺伝的要素はまったく無く、本人の心がけ一つでなることが

できます。 

インターネットで「笑顔美人」と検索しますと、「左右均等に口角をキュッと上げ

る」などいくつかの方法が書いてありますが、そんなことをしても、その場限りの笑

顔で長続きはしません。無理やり顔で笑わなくても、こころが笑えば自然と顔が笑

い、自然と笑顔美人・笑顔美男になります。 

２ 笑顔美人・笑顔美男になる方法 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%B9%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%8A%E8%B2%B4%E5%A6%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%84%E5%AE%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E5%B0%8F%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E5%B0%8F%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%8C%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%AF%E3%83%A4%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3_(%E6%A4%8D%E7%89%A9)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%AA
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◎ こころが笑う → 感性を高める → 感動する 

こころが笑うために、平素から五感で四季を感じ「感動できるこころ」を育ててく

ださい。こころが笑う五感とは、耳：傾ける耳、目：涙する目、口：意見が言える

口、鼻：場を嗅ぎ分ける鼻、手：差し伸べる手、です。 

下記のようなプラス思考の言葉（心地よい言葉）等をどんどん発すればいいので

す。その時、もうすでに、こころが笑い、笑顔美人・笑顔美男になっています。 

 

挨拶の笑い：おはようございます。こんにちは。お疲れ様。   

感謝の笑い：ありがとうございます。お陰様で。しあわせです。 

感動の笑い：楽しいなあ！ 美味しいなあ！ 嬉しいなあ！ 

美しいなあ！ ラッキー！ ワクワクする！ 

 

 

 

鏡の中にいるもう一人の自分にニックネーム（芸名）をつけてやってください。対

話が楽しくなります。 

 

 

 

 

３ もう一人の自分にニックネーム（芸名）をつける 
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◆ ニックネーム（芸名）を創るメリット 

① もう一人の自分に会える ⇒ 成りたい己が表現でき、新たな自分に気づく。 

② 幅広い人脈ができる   ⇒ 今までの肩書きが取れ、違った世界が広がる。 

③ 発想が豊かになる    ⇒ 考えが柔軟になり、新たな己に挑戦できる。 

ニックネーム（芸名）で「この人おもしろい人やな」と新たな人脈ができ、さらに

たくさんの仲間が新しい発想を持ってきてくれ、仕事が楽しく・人生がおもしろくな

ります。 

◆ 創り方 

下記のことを列記して、その中から単語を取って組み合わせてください。 

・私のなりたい姿 ・私の好きなもの（趣味、食べ物、俳優等） 

・私のアピールポイント ・私らしいもの ・私しかできないもの 

・その他 おもしろいと思うもの 

 

◆ 私の芸名「薬家きく臓」の由来 

薬剤師ですので「薬屋」でなく「薬家」。「笑い」という薬が

どの臓器にも効くように、また、人の意見も聴くようにという願

いもこめて「きく臓」にしました。 

本名には、今までの歴史があり、なかなかその枠から出られま

せん。ニックネーム（芸名）がありますと、こんなことがしたい

と新しい発想が出てきて、思い切った行動ができ、成りたい自分

になれます。 
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◆ 芸名あれこれ（健康笑い塾の塾生の芸名から）  

・社交亭談洲：社交ダンスが趣味な方    ・手話亭笑美：手話が趣味な方  

・環境亭エコ：環境問題に興味がある人   ・つき亭うさぎ：うさぎ年の方  

・学び亭一夜漬け：学校の先生   ・癒し亭ゆめ：癒しの必要な看護師の方  

・山遊亭写楽：カメラを担いで山歩きが趣味な方  

・いいかげん亭喜楽：いい加減に 喜楽に生きたい方  

・僧談家きく之輔：僧侶で相談されることが多い方  

・蝶々亭はな代：お嬢様で 蝶よ花よで育てられた方  

・明石家茶かし：名前が明石さんで お茶が趣味の方  

・琴元亭一歩：琴が趣味で 一歩一歩練習に励んでいる方  

・ニコニコ亭弓ッ子：弓道が趣味で いつもニコニコ過ごしたい方  

・うるわし亭うばさくら：うばさくらを自慢しておられる方  

・おかし家あまえっ子：末娘でお菓子が好きな甘えっこの方  

・たけのこ亭かぐや姫：かぐや姫になって天国に帰りたい方  

・その他：ニコニコ亭、楽しみ亭、笑っ亭、等  

 

＊名前の由来を聞くと「笑い」がでるような、楽しい名前を自分に付けてください。  

そのニックネーム（芸名）と笑顔があれば、もうあなたはコミュニケ－ション名人

です。 また、最高の笑顔美人・笑顔美男です。 
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大阪商人と笑いの関係を表わした言葉に「商は笑にして勝なり」「笑が昇ずれば商

は勝なり」「笑が省ずれば商は小なり」があります。大阪商人が如何に笑いを大切に

しているのかがよくわかる言葉です。 

「へーいらっしゃい」「毎度おおきに」と笑顔で応対され後に、相手と呼吸を合わ

せて「今日は何買ってくれまんねん」と言われると客も思わず「何があるのん。何が

安いの」といつの間にか買いモードになっている。この僅かな会話中に、大阪商人の

腕と言うか技がある。この章では、その会話の裏に隠された大阪商人の腕・技を笑顔

から考察する事にします。 

 

① 出会いの笑顔 

「へーいらっしゃい」何気ない呼びかけであるが、この一言で、相手にこちらを向

かせるのである。ここで、一番大切なのが、「なんやこのおじさん、おもしろそうや

なあ」と思わせ、ほんのりとした暖かみを感じさせる出会いの笑顔である。この笑顔

ができれば、商人として一人前です。どんな笑顔かは客観的に説明するのは難しい。

ただ言えるのは、商人としての年輪が大切です。 

 

② 安心の笑顔 

次に初めてのお客様にも「毎度おおきに」と言います。毎度は「いつも」、おおき

には「大きな」、つまり「たいへん有難うございます」ということです。これを聞い

たお客様は、常連の様として扱われて悪い気はしません。「そうや 私は常連や。お

得意様や」と思わせる安心の笑顔です。常連なら「何々さん おおきに」と名前が入

ります。そこまでくれば、商売の60％は達成と言っても過言ではありません。 

 

 

 

４ 大阪商人と笑顔 
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③ 信頼の笑顔 

次に言われるのが「今日は何買ってくれまんねん」。もう買って貰う事を前提とし

た言葉です。お客様の方も、「そうや 買おう」と思わず商人の顔を見ると「ありが

とう、あんたが頼りや」と言わんばかりの信頼の笑顔をしています。お客様の方から

思わず、「何があるのん。何が安いのん」と言います。ここで大切なのが、眼ぢから

です。商人は、顧客に「信頼しているよ」「私を信じてほしい」と眼で訴えます。相

手も思わず、眼で返事をします。ここ迄くると、商売の80％は成立しています。ここ

までにわずか30秒もかかっていません。 

 

④ 抱擁の笑顔 

最後の20％、まだ迷っているお客様に、「奥さん、後ろに居てはりますのは妹さん

ですか」「何言うてんのん、この子私の娘やないか」「へーお嬢さんですか。また、

ご姉妹と思いました。」「よう そんなお上手言うて！ それいくら？ 一つもらっ

ておこか」「へぇーおおきに。いつもありがとうございます」と商売が成立します。

ここでのポイントは、「先ずは、褒める」です。それから、さりげなくユーモアで包

み込みます。これが、ベテランの味、域です。決して褒めすぎてはいけないのです。

笑顔と笑顔の交換が、お互いの信頼感を増し、お客様が思わず抱擁された気分になる

のです。 

 

⑤ また会いたくなる笑顔 

最後の商談がまとまり、お帰りの時、「おおきに ありがとうございました」「お

陰様で今日は助かりました。また、お待ちしております。」と深々と礼をします。ま

た、お客様も、「いい商品を進めて頂き、ありがとう」と言います。感謝の念を持っ

て帰っていかれます。この態度が、Win-Winの関係（双方満足）です。その結果「ま

た会いたくなる商人」となり、リピートお客様（お得意様）として定着していくので

す。これが、近江商人から学ぶと三方よし（買い手よし、売り手よし、世間よし）で

す。 
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いつもにこやかに笑っている人の家には、自然に幸福がやって来るという。ところ

で、幸せだから笑うのか。笑うから幸せになるのか。 

アラン（Alain）ことエミール＝オーギュスト・シャルティエ（フランス出身の哲

学者、評論家）は、『幸福論』で「笑うのは幸福だからではない、むしろ、笑うから

幸福なのだと言いたい。食べることが楽しいように、笑うことが楽しいのだ」と言っ

ている。どうやら、笑うから幸せになるようです。 

 

それでは、笑うとどんな福（効用）があるのか。３つの福（効果）があります。 

① 健康力 ………… 笑うとストレス快笑（解消）し、免疫力がアップし健康効果

抜群です。（医学的論文もたくさんあります。） 

② 人間関係力 …  笑うと、こころが癒されコミュニケーションが活発になりま

す。人は「笑顔」の人に集まります。 

③ 創造力 ………… 笑うと右脳が活性化し、組み合わせ力が増し新しい発想に繋

がります。 

 

「笑う」と健康になり、コミュニケーションが活発になり、新しい発想がうまれる

と、「仕事が楽しくなり、人生がおもしろく」なります。まさに、これが「笑う門に

は福来たる」です。 

 

 

 

 

 

５ 「笑う門には福来る」は本当か 
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おわりに 

2007年に「NPO法人健康笑い」を設立しまして、もう13年が過ぎます。その間、日

本全国の方々に「笑い」をお届けし、また、たくさんの方々から「笑い」を頂きまし

た。本当に「笑い」の素晴らしさを実感しております。今年のような「新型コロナウ

イルスによる非常事態宣言」が発せられた時ほど、「笑っている場合ではなく 笑わ

な仕方がない」という発想の大切さを感じたことはございません。笑うことによっ

て、右脳が活性化し、新しいアイデアが湧き出てきます。また、笑うことで、仲間が

集まって支援してくれます。また、免疫力が上がりますので、新型コロナウイルス感

染予防にもなります。 

まずは、鏡の前で笑って「頑張れよ！」ともう一人の自分を励ましてやってくださ

い。きっと、もう一人の自分が、良き方向に導いてくれます。 

笑顔は素敵です。さあ 笑いましょ！ 最後に「10の笑顔チェック」をお届けいた

します。 

 

 

 

 

 

 

※この冊子でご紹介したことの詳細は「笑は咲にして勝なり～

人生 100年時代の指南書～」（薬事日報社）をご覧ください。

様々な笑いを中心に「仕事は楽しく・人生はおもしろく」する

智慧が満載です。是非、ご購入ください。 
 

薬事日報オンラインショップ 

https://yakuji-shop.jp/ 
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１．今日は 鏡の前で笑いましたか。 

２．今日は もう一人の自分と対話しましたか。 

３．今日は 鏡の前で自分を褒めてやりましたか。 

４．今日は 挨拶の笑いをしましたか。 

５．今日は 感謝の笑いをしましたか。 

６．今日は 感動の笑いをしましたか。 

７．今日は 何人の人を褒めましたか。 

８．今日も 人の悪口を言ってませんね。 

９．「私は幸せです」と言ってお休みください。 

10．泣くは修行 怒るは無知 笑いは悟り 
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