1月

ガリヤ

■薬膳で人気のレストランがオープンした

最近ちょっと気になる館

アニマルファミリー

犬と暮らす人必読！

五感フル稼働しなきゃモッタイナイ

野良猫の夢（ムー）

10

号

日々犬々

ガリヤ復刊

読者様限定
︵差額ガリヤ負担︶

トーテム特別割引！

なか尾・第８八千代丸・中国大明火鍋城

12月-
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シェルター情報

Dr.田原のおじゃまクリニック

お山のわんこたちに
ご寄付のお願い

open

■気遣いに満ちた斬新さ 動愛園博多斎場
■ご遺体から光の粒が…
看取り士というお仕事

凹みのお話

人気エッセイ

予告！シニアと犬猫を結ぶ
相互扶助ネットワークづくり

シワ・タルミどころじゃない
物語の行方 ………………………… 下田逸郎
おもしろ歴史講座 ………………… 一坂太郎
cocoroおしゃれCafe …………… 杉林せいこ
平戸の片隅で …………………… 松瀬てつ代
おもしろ法律相談 ………………… 丸田幸一
お悩み解決！伝言レシピ……………… Cozue
家計の断捨離 …………………… 久米カヲル

■3,980円コッキリで

ビジネスにも自信がつく書道教室

■イマドキの結婚相談所

成婚のキメテは仲人さんだった！

2017年をhappy yearに！
開運鑑定士さん情報
月エネルギーが示す

開運月暦

■プレゼント

本誌お馴染み鑑定士さんの

新春開運鑑定券

振ればあなたも料理の達人！

マジカルスパイス

……………………………………………………………………きりとり

不可能を可能にしつづける【人類の進
化】をテーマにした壮大な物語。

2010 年の初演以来世界７カ国を巡りす
でに450万人

の観客を魅
カラペース CARAPACE
巨大な亀の甲羅（カラペー 了してきた
サイエンティスト THE SCIENTIST

ショーの間に様々な世界を訪れる科学者・ダー
ウインに似た風貌の探検家。彼の不思議な実験
室では、アシスタントや猿とともに驚きの実験
が繰り広げられ、観客を魅了する。

ス）は「生命の紀元」の象徴。
生命を吹き込まれた蛙や魚
が僅かな隙間を交差しなが
ら圧巻のパフォーマンスを
繰り広げる。

のサーカ ス フープ・ダンサー HOOP DANCER

３

福岡市地下鉄箱崎線
「箱崎宮前駅」利用

▶箱崎宮前

天神 8 分

徒歩3分

ＪＲ「箱崎駅」利用

▶

5分

箱崎

徒歩 8分

西鉄バス「箱崎浜」or「箱崎」利用

かつ最先 端

感動がいよいよ福岡にやって来る！
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電車でも車でも便利！

博多

世界最高峰

エンターテインメントだ 。進化する

会場へのアクセス

いくつものフープをまるで自分
の身体の一部のように自由自在
に操り、夢の世界へと誘います。

箱崎浜 徒歩 5 分

箱崎 徒歩3分

近隣に駐車場

あり！（有料）

※混雑することがございますので
お早めにお越しください。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

無限の可能性に満ちた数億年の旅が始まる……

シルク・ドゥ・ソレイユ

ダイハツ トーテム福岡公演

02
04
07
08

ガリヤ感謝観劇企画

トーテムを読者特別ご優待

ゆく年来る年特撰宴

なか尾 第８八千代丸 中国大明火鍋城
薬膳レストランが

養生文化館オープン！
マジカル書道

今どきの結婚相談所

心理カウンセラーが徹底ナビ

09 おもしろ歴史講座
福岡幕末維新散歩

一坂太郎

10 平戸の片隅で 松瀬てつ代
11 おもしろ法律相談 丸田幸一

司法書士・弁護士・行政書士の違いって？

12 お悩み解決！伝言レシピ 坂井梢
13 物語の行方 台風一過 下田逸郎
14 家計の断捨離
保健の本質って？

15 開運月暦

16 読者投稿
18 ちょっと一息
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開運鑑定士
杉林せいこ

出かけた先にある人生の展開

19 日々犬々

土生亜紀子
見て触れて味わって
猫エッセイ 長澤由起子

20
21 看取り士というお仕事

■主催：テレビ西日本 / 西日本新聞社 / フジテレビジョン / キョードー西日本 / サガテレビ
/ テレビ長崎 / テレビ熊本 /テレビ大分 / テレビ宮崎 / 鹿児島テレビ放送 / 沖縄テレビ放送
■企画制作 : フジテレビジョン / シルク・ドゥ・ソレイユ ■特別協賛：ダイハツ工業

動愛園

博多斎場 open ！

22 動物管理センターは
ここまで変わった

23 シェルター情報
24 プレゼント！開運鑑定券
予告！犬猫人互助会
25 プレゼント＆アンケート
26 応募封筒
27 インプラント情報
28 田原形成クリニック

■公演名 / ダイハツ トーテム福岡公演
■日 時 / 平成 29 年2月3日
（金）〜3月19日
（日）
昼公演・夜公演※日にちによっては、公演が無いこともございます。
■会 場 / 福岡ビッグトップ［筥崎宮外苑］
◆公演の詳しい内容は、トーテム福岡ホームページ

http://totem-fukuoka.jp

チケットに関するお問合せ

☎(092)751-3778

ガリヤ合同会社

10:00〜17:00( 月〜金）
２

シワ…タルミ…凹みも？！
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■公演名 / ダイハツ トーテム福岡公演
■日 時 / 平成 29 年2月3日
（金）〜3月19日
（日）
昼公演・夜公演※日にちによっては、公演が無いこともございます。
■会 場 / 福岡ビッグトップ［筥崎宮外苑］
◆公演の詳しい内容は、トーテム福岡ホームページ

http://totem-fukuoka.jp

チケットに関するお問合せ

☎(092)751-3778

ガリヤ合同会社

10:00〜17:00( 月〜金）
２

シワ…タルミ…凹みも？！

なか尾の至福の味わいで
幸多き年となりますよう！

季節のおまかせコース

● 4,000 円…コース ● 5,000 円…コース
● 7,000 円…コース ●10,000 円…コース

鍋コース

●水炊きコース… 5,000 円 ●寄せなべコース…………5,500 円
●あら鍋コース…12,000 円 ●もつ鍋コース……………4,000 円
●ふぐコース … 要ご予約 ●和牛すきやきコース … 要ご予約
※ 上記の他にもご予算に応じて ご注文を承っております。
特にお一人様はカウンター席が人気です。
コッソリ料理のコツを訊いたり、気さくな
オーナーと談笑したり…。

DRINK

●豊富な銘柄の日本酒が
お楽しみになれることも
なか尾の魅力です。
●ワインは常時百種以上の
取り揃えがあります。
●シャンパンの取り揃えも
びっくりするほど豊富です。

なか尾

かに通●

那珂川

中洲

︻雰囲気︼西中洲の片隅にひっそ

りと佇む〝大人たちの隠れ家〟

です︒サービスにも料理にも高

いクオリティを保ちながら︑居

酒屋のような〝和み〟にも溢れ

ています︒職場の忘新年会はも

ちろんですが︑ここ一番のビジ

ネス接待や慶事のお祝いにも︑

安心して任せられるお店です︒

4

︻部屋︼畳の部屋にテーブルと椅

子 実
…は人気の掘り炬燵席より
楽チンなので﹁座るのが辛い﹂

方も安心してお誘いください︒

寛いでいただけるお部屋ばかり

です︒二名 から六十 名までの宴

会に対応しています︒

︻料理︼九州各地から連日届く旬

の食材から美味しさを最大限に

引き出して〝魅せる〟のは︑井

「ガリヤを見た」でスパークリングワイン１杯プレゼント！

全個室がテーブル席です。畳とテーブルとの
相乗効果なのか、とても心地良く過ごせます。

西中洲

国体道路

なか尾

至天神

手上料理長率いる料理人たちの

腕の振るいどころ︒おすすめは

節柄かやっぱり︻鍋︼も気にな

︻おまかせコース ︼ですが ︑季

ります︒もちろん︻アラ鍋︼から

︻もつ鍋︼まで︑
絶品鍋揃いです︒

から徒歩５分程︒国体道路なら

春吉 橋 手 前 を左折して 道 な り

に直進し︑スグ右です︒

ガリヤ特典

︻アクセス︼中洲川端駅︵地下鉄︶

福岡市中央区西中洲3-2
営：平日 17:00〜24:00(lo23:30)
休：年末年始 31・1・2・3・4・/ 日曜日
（月曜が祝日の場合は日曜営業月休み）
席：120 席（座敷席あり・掘炬燵・最大宴
会人数 60 人）

西中洲大通り

☎092-732-3142

小鉢・とらふぐ刺・とらふぐアラ唐揚・とらふぐちり鍋・雑炊

玄界灘産天然物あらコースお一人様12,000円
（税込４名様〜）
あら刺し・あら塩焼き・あらちり鍋・雑炊

※上記は全て４名様以上、
全員でのコースご注文に限ります。
※コース御予約、
人数の変更は前日までにお願いします。
※ご予約承り時間 PM1:00〜

宴会は最大 62 名までだいじょうぶです。

●上記コース＋500円…イカ活造り

※入荷しない場合は他のお刺身になります。

●コース＋1,500円…飲放題
（２H）

テーブル個室も人気です。

の魚のようですが︑和やかムー

︻雰囲気︼
イキの良さは捕れたて

ドが充満してとってもリラック

スさせてくれます︒

常連さんが多いというのもうな

ずけます︒

のはやはり宴会シーズンのようで

︻部屋︼
持てる力をフルに発揮する

十二名︶まで対応する個室の用意

す︒
少人数から大人数︵マックス六

上がれます︒

5

があり ︑
どなたも気兼ねなく盛り

大切な方のおもてなしやビジネス

接待も︑大船に乗った気持ちでお

…すみません、チカラいっぱいの値段設定のため…ありません。

まかせください︒

代丸に届いています︒

日毎々︑
唐津や長崎から第８八千

活イカ・活サバ・ごまサバ・カワハ

ギ・アワビ・伊勢えび・車えび・さ

ざえ・赤うに・あらかぶ・トラフグ・

︻料理︼
捕れたばかりの魚介が︑
毎

至博多駅

呉服町

地下鉄呉服町駅

■第８八千代丸

八千代丸

大博通り

明治通り

アナゴ・牡蠣・オコゼ・ヒラメ・アン

さて ︑召
コウ・ノドグロ・キンメ …
し上がりたい魚はどれですか？

刺身・焼き・フライ・煮付け・鍋 好
…

みの調理法はどれですか？

で降りてください︒
大博通りを海

︻アクセス︼地下鉄なら呉服町駅

でも一分です︒

の方向に歩いて右折します︒
徒歩

ガリヤ特典

昭和通り

第８

☎092-262-1136
福岡市博多区中呉服町3-28
日商博多ビル１Ｆ
※地下鉄呉服町より徒歩１分
営：17:00〜24:00
（LO.23:30）
休：年末年始31・1・2・3・/日曜
席：全90席/最大宴会人数62人
（座敷・掘り炬燵・カウンター席 )

八千代丸の魚たちのように
イキのいい新年となりますよう！

長崎産 活虎河豚 とらふぐコース お一人様5,500円
（税込４名様〜）

創業

創業 20 年記念企画

20

食べ比べ百辛宴お一人様 3.500 円

前菜 : 蒸し鶏怪味ソース・牛肉二種の四川辛味和え・胡瓜のピリ辛味・四川葛切りの酸辣味
主菜：❶揚海老の大辛味炒め❷巻貝の漬唐辛子炒め❸豚肉上新粉蒸し❹白身魚の大辛煮
❺鶏肉とカシューナッツの甘酢ピリ辛❻レタスの香辣タレかけ
スープ : シーフードのスワンラスープ 点心 : 水餃子辛味タレ和え デザート : 一品

錦江宴 お一人様 3,000円

２階テーブル個室席 ８〜24 名様

鴻運火鍋宴 お一人様 3,000円
前菜 : 四品
主菜：①ホタテ貝の四川蒸
②羊肉の強火炒め蓮の葉
マントウ添え
火鍋 : 重慶二色火鍋一式

２階座敷個室 ５〜70 名様

やっぱり火鍋も食べたい方に！

…………火鍋プラス………
各コースに＋500 円で火鍋料理が追加ok!

■すこしだけ重慶火鍋
（赤）
■すこしだけテールとマト味鍋
（白）
※具材入り鍋に追加具材６皿つき

飲み放題
＋1,500 円

150分

お席はゆっくり

館リニューアルしたばかりですが︑

︻雰囲気︼
創業二十 年を記念し全

気軽さは不変です︒

が可能です ︒
中国情緒溢れるお洒

︻部屋︼
和室 は７０人 までの 宴会

落な洋室も人気です︒

は四川料理の醍醐味︒そこで今

年の忘・新年会は火鍋城が得意

︻料理︼
辛い料理ほど 美味しいの

180分
★税込
★一卓５名様より
★1 月末日までの企画です。
とする﹁辛い！でもうまい！﹂

6

メニュのー大集合です︒辛さの

強弱と味わいを楽しむ︑まさに

辛さの上級者コース︒勇敢なお

仲間とぜひ挑戦してください！

…すみません、チカラいっぱいの値段設定のため…ありません。

また従来の各コースでは〝３品

まで料理入れ替えＯＫ〟〝火鍋

もプラスＯＫ〟というオリジナ

ル宴会コースも楽しめます︒

ガリヤ特典

利 ︒藤崎駅
︵３番出口 ︶
を降りる

地下鉄空港線

●西新駅

●藤崎駅

至姪浜

■中国大明火鍋城

至天神

早良●
区役所

福岡市早良区百道 1-5-1
営：月〜金 11:30〜14:00 18:00〜22:30
土日祝 11:30〜15:00 17:30〜22:30
休：年末年始 31・1（年中無休）
席：全 160 席（和室・洋室・ホール）

と︑
徒歩一分です︒

☎092-846-2116

︻アクセス︼地下鉄のご利用が便

１階ホールテーブル席

なんと各料理の主菜が３品まで
お好きな左記メニューと
入れ替えできるんです！

①マーボー豆腐
②トマトと卵の炒めもの
③マーボー茄子
④茄子のひき肉挟み魚香味
⑤豆腐とひき肉の旨味炒め
⑥レタスのタレかけ
⑦春菊の強火炒め
⑧とん足の甘酢ピリ辛
⑨とん足の四川辛味煮
⑩高菜とぶた胃のこりこり炒め
⑪やわらか酢豚
⑫豚肉の大辛味炒め
⑬豚細切り肉甘酢ピリ辛炒め
⑭チンジャオロース
⑮鶏肉の四川大辛味炒め
⑯白身魚と四川潰高菜の炒め煮
⑰エビのトマトソース炒め
⑱ホタテ貝と卵の炒めもの

前菜 : 四品
主菜：①海老開きのガーリック蒸し
②鶏肉の甘酢ピリ辛
③羊肉の新疆風スパイス炒め
④イカとホタテのブロッコリ炒め
⑤四川滑らか肉豆腐
⑥キャベツの唐辛子炒め
スープ：山芋と地鶏のスープ
点心：一品 デザート：一品

吉祥宴 お一人様 2,500円
福貴宴 お一人様 4,000円

海鮮四種・肉類五種・野菜六種・麺一個

点心 : 一品 デザート : 一品

百道
創業 周年特別企画で
勇敢に挑戦の年となりますよう …中国大明火鍋城

周年特別企画チャレンジ！食べくらべ百辛宴コース
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おかげで
仕事に
自信がついた

東方薬膳学院の 12 期生は〆切りました。
2017 年４月入学の 13 期生については
3 月に説明会を開催します。

薬膳の人気レストラン 薬膳 天地・礼心が

養生文化館をオープン！

自分の体質を知って
食の方向性を知ろう！

電話 092-738-8666
お問合せ・お申込み

講師：伊 玉 Yin Yu

指導担当の書道家
松石明子先生
高丘裕美先生

上田ミチヨ
︵瑞女︶
先生

薬膳︵膳＝料理︶とはまず〝自分

自身の体調を知る〟こと︒そのう

えで﹁どうなりたい﹂の目的に合

わせて〝食材〟や〝料理法〟が選

ばれます︒すなわち︑健康を求め

る人々には無視して通り過ぎるこ

とのできない食事療法です︒

薬膳の最高峰にある今泉のレスト

︒
ランと言えば︻薬膳 天地・礼心︼

店休日には〝東方薬膳学院〟が開

催されて︑多くの卒業生を出して

きました︒

今後は養生文化館に学院を移転し

ますが︑これまでの地道な努力の

集大成とも言える施設 そ
…れがこ

西通り

警固
神社

福岡駅

の︑養生文化館です︒

①一流書道家が貴方のために制作した
【名前・住所のオリジナル手本】を
もとに自宅やオフィスの休憩時間を
利用してまずは練習！
②練習の成果を規定の【清書用紙】に
清書し送付します（１回目）。
③担任講師から〈上達のポイントを押
さえた 懇切丁寧な添削〉が送り返さ
れます。
④添削をもとに、さらに練習！
⑤練習の成果を【清書用紙 】に清書し
送付します（２回目）。
⑥再び〈懇切丁寧な添削 〉が送り返さ
れます。
⑦上手に書くコツを習得 。他の文字に
も応用できます。

天地
礼心

▲カウンセリング
ルーム

外光を採り入れた心地い部屋で
す︒健康に不安をお持ちの方︑
メタボや生活習慣病が気になる
方などを対象に︑それぞれの体
調に合わせた食養生のあり方や
心身のケアなどを総合的にアド
バイスします︒

１月 17 日
（火）PM1:30〜PM3:00

風水を駆使︒居るだけで心地いい！
美容・健康・各種教養
など︑様々なセミナー
を通じて様々な文化が
交流するレンタルセミ
ナールームです︒
養生文化館が主催する
セミナーも定期的に行
われます︒ぜひご参加
ください！
◀セミナールーム

運気を上げる薬膳

■受講の流れ

▶キッチンスタジオ

参加費：3,000 円※薬膳茶とお菓子付

１月 14 日（土）PM1:30〜PM3:00

筆・万年筆・ボールペンの３種から
選べます（プレゼント！）

上人橋通り

大正通り

7

株式会社ライフテック
福岡市中央区赤坂 1-3-1
赤坂ピアレ４Ｆ

薬膳 天地・礼心代表
薬膳アドバイザー 国際栄養師
心理カウンセラー 催眠治療師

3,980円 ポッキリ

ー
国体道路 ー
ー
養生
ー
文化館■
ー
ー
ー
ー
至 警固六ツ角

☎092-724-6147

新春セミナー参加者募集！

一流の書道家が
あなたの為に書く
世界で一枚の
お手本も
たいへんな
人気です！

けやき通り

メール：magical-shodou@life-tec.info
FAX：092-724-9494

天地・礼心 養生文化館

住：福岡市中央区警固 1-6-56
サウスサイドテラス 6Ｆ
営：10:00〜18:00

お申し込み・お問い合わせ

受付 / 平日
10:00~17:00

風水をもとに設計されたキッチンは︑シ
ンクやレンジを壁側に設置し︑中央には
アイランドキッチンが４台︒２０名ほど
の生徒さんが楽しく学ぶことができます︒
教
※室が開催されていない日︵水・日以外︶
はレンタルキッチンとして解放されます︒
手作り料理を振る舞いながらのパーティ
なんていうのも お
…洒落ですよね︒

◀ボールペン書き
お手本

住所名前 の直筆 はマスト！その字 を一流書道家 が徹底改善！
等に
マジカル書道
通信講座

契約書 や芳名帳
字は体を現すと言われ
るように︑誠実さや几帳面さな
ど︑色んなことがバレバレです︒
電子機器の書で間に合う時代だ
からこそ︑芳名帳・サイン・契
約書などで垣間見せる直筆の善
し悪しが注目されています︒
綺麗な字を書ける人は︑ビジネ
スにもおトクがいっぱいです︒

筆ペン書き
お手本▼

11月 29 日

１：無料相談

お申し込みができます︒もちろん︑お
相手からのお申し込みもあります︒

Ｑ

成婚へのキメテは？

以前の日本がそうだったように︑ウル

サイくらい親身になってくれる仲人さ

お相手選びに困られた時は︑アドバイ

選択肢が広がります︒

していろんな方とお会いになることで

催するパーティー〟もあります︒参加

ネットでの検索の他〝結婚相談所が主

アヴァンジュのアドバイザーは生来の

至りません︒

れる方でないと︑なかなかご成婚には

もありますが︑よほど積極的に活動さ

際まで総て会員さん任せという相談所

まり︑お見合いのセッティングから交

中には会員さんの自主性を重んじるあ

ん︑つまり︑アドバイザーの存在です︒

ザーが〝お一人お一人の条件を考えな

世話好きに加え︑心理カウンセラーの

具体的にはどんな
サポートが？

がらご紹介する〟というシステムもあ

Ｑ

ります︒面白いことにご自分では考え

資格も持っていますので︑最強です︒

２０１７年を
結婚年とするための
アドバイスを！

もしなかった人との出逢いが︑ベスト
マッチングだったりもします︒

もちろん交際中の悩みや不安も遠慮な
Ｑ
くお伝えください︒

待 っている だ けでは何 も始 ま り ま せ

お互いの結婚の意思
が固まりましたらご
連絡ください。ご成婚、退会と
なります。指輪や式場のご相談
も承ります。

「ガリヤを見た」で
入会金 32,400 円が無料に！

ガリヤ特典

期限〜2017.1.31

ください︒

ります︒詳細はホームページでご確認

各種イベントやセミナーを開催してお

ポートするために︑アヴァンジュでは

ジを持ちましょう︒素敵な出逢いをサ

そして ︑結婚に対する具体的なイメー

ること︒

・相手は減点法でなく加点法で 判断 す

・色々な人と逢うこと︒

・まずは自分から行動すること︒

ご成婚時の指輪のご相談︑式場・衣装

６：ご成婚

レギュラーコース

知ってます？イマドキの結婚相談所！

Ｑ
結婚相談所って実際
どんな人がいるの？

ズバリ ﹁ モテない 人・ 結婚できない
人の集まりでし ょ ﹂って ︑マイナス
イメージですよね︵笑︶
でも 実際は ︑出会 いが ないだけで真
剣 に結婚 を考えている人が ︑公的書
類︵ 身分 証明のため ︶を 提出して 活
動しています︒
ですから ︑身元が 確か な人との 出会
いが 保証 されているんで す ︒
自分 が希望する条件の人と 出逢 い 相
性 も 合えば︑最短距離での結婚も望
めます︒

アヴァンジュ

のご相談なども精一杯お手伝いさせて

お相手選びは
どうやってするの？

TEL092-477-8001

全国約 57,000
人の会員をネットワー
クで結んでいますから︑ご希望に合っ

お見合いの後、双
方のご希望で交際
が始まります。
交際中のお悩み
はいつでもス
タッフにご相談ください。

５：ご交際
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https://www.avanju.com
ん︒

お互いの意思を確認
した後、お見合いし
ていただきいます。場所や時間は
アドバイザーが設定いたします。

４：お見合い

入会金：32,400 円 入会時に必要となる各種事務手続き料金
登録料：10,800 円 お見合いシステムへの登録、その他の登録料金
活動サポート費：90,720 円 登録情報管理・ご交際・ご成婚までの
サポート料金
月会費：5,400 円 会員として活動に必要な 1 か月当たりの料金
お見合い料：0 円 お見合い料は無料
成婚料：216,000 円 ご成婚に至った時の料金

入会金：32,400 円 入会時に必要となる各種事務手続き料金
登録料：10,800 円 お見合いシステムへの登録、その他の登録料金
活動サポート費：25,920 円 登録情報管理、ご交際・ご成婚までの
サポート料金
月会費：5,400 円 会員として活動に必要な 1 か月当たりの料金
お見合い料：5,400 円 お見合い 1 回当たりの料金
成婚料：216,000 円 ご成婚に至った時の料金

福岡市博多区博多駅東
2-5-28 博多偕成ビル2F

頂きます︒

やスマホでお好きな時間にお相
手選びができます。アドバイザー
がご紹介することも可能です。

３：お相手選び ご自宅の PC

アヴァンジュ代表 池田唯史です。
心理カウンセラーの資格を持っ
た経験豊かなアドバイザーが親
身になってご相談にのります。
お見合いから始まる " 新しい恋
愛結婚のカタチ"を提案していき
ます。是非一度ご相談ください。

やス
たお相手をいつでもご自宅の PC
マートフォンで 検索 して お 見合 い の

Ｑ

ご自分で気づかなかった結婚を遠ざけてしまう考え方や行動の習慣なども
じっくりとお話を聞きながらアドバイスします。

アヴァンジュ代表への Ｑ＆Ａ

２：ご入会 ご検討、ご納得
いただいたうえでご
入会いただきます。

アドバイザーが一緒になってお相手選びするおススメのコースです。

ライトコース

積極的に自分でどんどん活動したい方のためのコースです

出逢いから成婚までを
心理カウンセラーが徹底ナビ！

結婚応援企画
まずは 電 話 やメー
ルでお申し込みくだ
さい。熟練スタッフ
が直接お話しし、疑
問やお悩み等にお応えします。

人と人との出逢いに感謝し︑会員様の良き理解者となり︑信頼のおけるサービスを提供できるよう全力を尽くします ア
…ヴァンジュ

ご成婚までの流れ

◎一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ⑩ ︼

待望の新シリーズ！

王党﹂は︑薩摩藩の西郷隆盛とも協力し︑
兵させることに成功した︵これが薩長同

ど海岸線に沿って歩く︒人家はほとんど

北側に位置するので︑ここから二十分ほ

斎田と堀が斬られた﹁大浜﹂は︑島の

が祀られている︒

盟のはじまりとも言われる︶
︒ところが

島の南側に集中しており︑途中何も無い︒

長州藩に恭順謝罪させて︑戦わずして解

幕府は︑福岡藩が長州藩に通じていると︑

一月とされる︒それでも斎田らは島民に

﹁大浜にすつる命はおしまねど ここ

胸が痛む︒

が︑ふたりが最期に見た風景かと思うと

き出し︑砂浜があるという奇景だ︒これ

が見え︑大浜に至る︒巨大な岩が海に突

柱島というごつごつした岩肌の小さな島

やがて約九〇〇メートル離れた沖に︑

波の音だけが聞こえ︑昼なお寂しい︒

疑いの目を向けて来る︒
あ わ て た 福 岡 藩 は﹁筑 前 勤 王 党﹂に
対して︑
厳しい弾圧を行った︒これが﹁乙

丑の獄﹂だ︒連座した斎田と堀が玄海島

博多湾から玄界灘に出るあたりに︑玄海

対して読み書きを指導し︑産業面でも布

ろのこすは皇国のこと﹂は斎田の辞世で

島︑右に志賀島を眺めながら三十五分︒ に流されたのは︑慶応二年︵一八六六︶

博 多 港から定期 船に乗り︑左に能 古

玄海島に散った斎田要七と堀六郎

らを訪ね歩き︑先人の思いに触れて
みたいと思います︒

福岡幕末維新散歩
来る平成三十年は明治維新から百
五十年という︑節目にあたります︒
近代日本の出発点とされる幕末︑維
新ですが︑福岡でも時代を動かそう
と 懸 命 に なった 若 者 た ち がい ま し
た︒かれらの多くは非業の死を遂げ
ますが︑その足跡はいまも福岡市内
を中心に各所に残っています︒それ

島︵福岡市西区︶が浮かぶ︒平成十七年

類の絞り方を教えたという︵藤井甚太郎

刻む立派な碑がある︒裏面には二人の略

位堀六郎墓﹂
﹁贈正五位斎田要七墓﹂と

この一冊で
あなたも
福岡ツウ！

ちが伝わる︒

日本の将来が心配だという︑素直な気持

ある︒自分の命が尽きるのは仕方ないが︑

の福岡県西方沖地震で甚大な被害を受け

た周囲約四キロのこの島に︑百五十年前︑ ﹃斎田要七伝﹄
︶
︒
だが︑これが最終的な処罰ではなかっ
た︒同年七月九日になり︑幕府の意向を
受けた福岡藩は︑ふたりを斬罪に処す︒
改元されたのは︑二年後のことだ︒
玄 海 島 南 側の 船 着 き 場 近 くの 納 骨 堂
長州の外人部隊として京都に上り︑
﹁禁

歴が銘記されているが︑建碑発起人とし

歴史研究家/昭和41年兵庫県芦屋市生まれ。
大正大学文学部史学
科卒業。
現在萩市特別学芸員、
山口福祉文化大学特任教授など。
最近の著作に
『仁王』
『時代を拓いた 師弟』
『幕末歴史散歩東京編』
『松陰と晋作の志』
『九州西国霊場巡礼の旅』
など。

ふたりの若者が流されて来た︒斎田要七
と堀六郎である︒
斎田と堀は福岡 藩の下 級 武 士︒攘 夷
長州
︵現在の山口県︶
に走った︒斎田は
﹁小
山 田 三 郎﹂
︑堀 は﹁岡 小 六﹂と 変 名 し︑
奇兵隊に関係したことが記録に見える︒

門の変﹂で戦うも敗走︒つづいて朝廷・

て 頭 山 満︵玄 洋 社︶
・安 川 敬一郎︵安 川

福岡
地名の謎と
歴史を訪ねて

KKベストセラーズ
815円+税

たろう）

一坂 太郎（いちさか

ふたりとも元治元年︵一八六四︶七月︑ 前には大正元年に建てられた︑
﹁贈正五

幕府による﹁長州征伐﹂を回避させるた

なる︒また納骨堂内には︑ふたりの位牌

電機創業者︶など︑そうそうたる名が連

め︑福岡に帰国して同志を糾合しようと
画策する︒
そして月形 洗 蔵ら福岡 藩の﹁筑 前 勤

一坂太郎の
最新著書はコレ！
歴史ファン
には必読書
ですよ！
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(1)

︵外国排撃︶運動に加わるため脱藩して︑ 斎 田二十五 歳︑堀三 十三 歳︒
﹁明 治﹂と

ふたりが斬られた玄海島の大浜

田舎暮らしの話

平 戸 の片 隅 で
︿その玖﹀

●松瀬 てつ代

故郷に戻ったおかげで︑近所の人たちか
ら贅沢をさせてもらっている︒
昨年の秋に
は平戸沖で大漁に沸いた飛魚︵あご︶の刺
身︑暮れには高級魚の天然ヒラメを堪能
した︒

湯引きしたものを入れてある︒
ノウソは身がふわふわとして酢味噌が
合う︒
一人では食べきれないので︑ジャコや
ケーキをくれる友達に声をかけた︒

たことがなかったので︑そのサイズは未知

の体験だった︒
鱗を取る度にその硬い鱗が

私の顔にまで飛んでくるわ︑鋭く尖った背

びれで指を怪我するわで散々だった︒

この件を愚痴っぽく話す私に︑
友達は︑

﹁魚を捌くのは慣れよ︑
慣れ﹂

﹁えー︑
私でいいの？﹂
﹁いいよ︑
いいよ︒
おいで︑
おいで﹂

とさらっと言うのだった︒

う︒

近所さんにはもっと︑勉強させてもらお

魚をもっと美味しくいただくために︑ご

手ぶらで来て︑と念を押したが︑彼女は十
八番のジャコ飯を持って来てくれた︒
私の育てた大根やキャベツの千切り︑小
松菜のお浸しを作ってくれ︑彼女の手も休
ら︑

まない︒
そして︑刺身を皿に移し替えなが
﹁スゴイ︑
こんなに分厚く切っているよ﹂

地元は天然ヒラメの水揚げ量を誇る日
本 有 数の産 地︒三 月ごろまでがシーズン

そういえば︑
地区の集まりの時に食事会
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と箸でつまんで見せ︑
驚いている︒

い︒
漁協組合か︑漁師さんに直接頼むしか

のようなものがあるが︑そこで出される刺

こちらの人は良く魚を食べるせいか︑魚

2009年、母親の介護をするため
福岡市から平戸市へ移り住む。
現在もフリーライターを続けながら、
町起こしグループを立ち上げ、
メンバーと一緒に
レストランを開いている。

だ︒
でも︑いくら屈指の港と言っても高価

ない︒
さりとて︑頼んでまでと諦めて私の

身の大きいこと︑分厚いこと︒
今では私も

な魚介類は近くのスーパーには売ってな

場合は滅多に口にすることはない︒

べるチャンスが舞い込んで来たのだ︒
電車

の旨味も知っている︒
アラ炊きの際︑
いつも

都会での上品なお造りが物足りない︒

で乗り合わせた地元出身の女性を︑佐世

としたら︑

のようにインスタントの出汁を入れよう

そんな私に︑またまた︑天然ヒラメを食

保 か ら 平 戸の同 窓 会 会 場 まで車 で乗 せ

以前に三㌔の真鯛を丸ごと一匹もらっ

を知ったような気がした︒

きは︑魚が新鮮だからか︑初めて本物の味

と止められた︒
確かに出来上がったアラ炊

﹁テツヨちゃん︑
それは入れんで︑
よか﹂

た︒
そのお礼にと︑彼女の従妹が天然ヒラ
メを届けてくれたのである︒
良いことをすると︑
こんなご褒美がある
のねと︑ホクホク顔で包みを開けると︑刺
で詰めているではないか︒
それに別のパッ

たことがある︒
十㌢くらいのアジしか捌い

身用︑吸い物用︑天ぷら用と豪華三段重ね
クには︑こちらでノウソというシロザメの

松瀬 てつ代 / プロフィール

丸 田 幸一のオモシロ法 律 相 談

丸田さん︑司法書士と弁

護士と行政書士の違いがわ

からないんですが⁝︒

その 十︵ 通 著 七 九 ︶

︻司法書士︼は刑

していきたいと思い

て相談者の方々に接

聞く﹄ことを大事にし

1 月20 日（金)19:00〜21:00 アクロス福岡 605 号会議室

検索

丸田幸 一ブログ

︻弁護士︼さんはこれらの代理人になれま
すし︑
金額制限なくあらゆる法律事務ができ
るわけです︒

また︑︻司法書士︼
は︑法務局︑裁判所︑検察
庁に提出する書類を作成しますが︑
﹁行政書
士﹂さんは︑県庁などの官公署に提出する書
類を作成します︒
そして︑
なかには三者が共にできる業務も

して法廷で尋問したり︑裁判外で示談交渉を
したりできます︒
︶
や︑成年後見関連業務など

にとってくれる︑話をよく聞いてくれる専門

親身に相談に乗ってくれる︑時間を十分

ら︑

さて︑どの人に相談しようかな︑と思った

録の作成などです︒

あります︒
例えば︑遺言書関連の相談や︑１４

︻弁護士︼
さんは︑ご存じのとおり民事・刑

です︒
ちなみに︑登記と言っても
﹁有田焼﹂
の陶

事の裁判関連業務を始めあらゆる法律事務

０万円以下の契約書の作成や︑株主総会議事

﹁司法書士はユーモアのセンスが今一つで

です︒

器とは違います︒

す︒
弁護士さんは頭が良すぎて相談者が話に

︻行政書士︼
さんは︑
県庁などの官公署に提

ば︑
どなたか紹介者を

家にしましょう︒
できれ
ど︶お よ び 権 利 義

見つけられた方 がい

出する書類︵許認可な

務・事実証明に関す

いような気がします︒

事 事 件の弁 護はで

ます︒

ス抜群の丸田でした︒

※平成 28 年から毎月第３金曜日に変わりました。
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ついてこれてないことに気づいていません︒

行政書士さんはホームページにバリバリ気
合が入っています
︵笑︶
﹂

︵弁護士さん︑行政書士さんごめんなさい︑広

る 書 類︵契 約 書 な

という受けないギャグは横に置いといて

い心で許してください︶
︑
ほんと！この質問は

ど︶の作成業務など

きませんし︑家庭裁

です︒

︻司法書士︼は︑土地・建物の売買・相続・

判所管轄の事件︵遺

引き続き﹃喋るよりも

というわけで︑
私も

年中訊かれます︒

そこで︑
今月はわかりやすくお答えしたい

贈与などの不動産登記︑
会社や各種法人の設

産分 割調停や離婚

と思います︒
まずは︑それぞれの主な業務か

立・役員変更・目的追加などの商業登記︑そ

調停や少年事件など︶
の書類は作れますが代

ら︒

して裁判関連業務︵原則︑あらゆる裁判所に

理人にはなれません︒

以上︑
︻司法書士︼
には珍しくユーモアセン
提出する書類の作成ですが︑１４０万円以下
の民事のもめごとについては訴訟代理人と

事業を始めるときに、
会社を作った方がいいのか、
個人事業でいいの
交通事故は予期せぬ出来事ですが 、いつ誰に降りかかってくるかわ
か、あるいは個人事業者が法人成りをする理由は何なのか、双方の
かりません 。もし事故に遭ったときに咄嗟の冷静な判断ができるよう
メリット・ディメリットは何なのか、をご紹介します。
学んでおきましょう。
ゲスト講師に鈴木啓太弁護士をお招きしておりま
〈歴史タイム〉幕末の会津戦争の鶴ヶ城開城後 、会津藩士・秋月悌
す。
お楽しみに！
次郎の紹介で長州藩士・奥平謙輔の書生となり、
のちに九大・京大・東 〈歴史タイム〉あの
「桜田門外の変」の策を練り、
現場の指揮を執った
大の総長を歴任する元白虎隊士・山川健次郎をご紹介します。
関鉄之介をご紹介します。日本の未来を憂えた水戸藩士たちそれぞ
れの死にざまもご紹介します。

12 月16 日 (金)19:00〜21:00 アクロス福岡 501 号会議室

◆募集 :３０名（先着順）講師 : 丸田幸一 ( 司法書士 )

FAX 0 9 2 - 7 3 1 - 7 2 8 5

◆開催 : 第３金曜日（毎月）◆申込 : 電話 orファクス TE L0 9 2 - 7 1 6 - 8 6 5 8

ＩＮアクロス福岡

じゅく

そん

か

ほう

市民公開 無料法律セミナー

Ｑ
A
法律実務家たちのこと

︻Essay

Cozue︼

お悩み解決！
伝言レシピ

その

素分解などに必要なビタミンが含まれ

例えばたんぱく質だけを摂って︑ご

ています︒

﹁あー︑宝くじ当たらない
言いたい時︑

﹁バ
せん︒ほぼすべての方の食生活は︑

飯がなければうまく分解︑吸収されま

運が強くなればいいのでしょうか？

残っていて構いません︒

Cozue︒

しく研いでください︒水は少し白さが

い で しょ う︒研 ぎ 方 は︑古 米 よ りも 優

炊き方は︑炊飯器の説明の通りでい

につきます︒

︒ということ
ランスよく食べましょう﹂

ね︒

ません︒あとは運ということもみんな

ことを言ったところで次の会話が続き

﹁買 え ば い い﹂な ど と 身 も 蓋 も な い

果報は寝て待て！
炊飯器で炊く新米ご飯

うもの︒

ので誰も何にも返さないのが大人とい

特に悪意も害もないし︑正解はない

︒という常套句がありますよ
かなあー﹂

努力をしないでお金を儲けたいなと

いですか？あえて書いてみました︒

︿ご飯は寝て待つ果報のごとし﹀

︵ 50代 会社員︶

です︒どうしたらいいでしょうか︒

し た︒真 剣 に 宝 く じ に 当 り た い の

たるより他ないとの考えに至りま

遣いができるとすれば宝くじに当

生活する中でのちょっとした悩みを
食のプロフェッショナルCozueさんが
食事や食材で解決の糸口を
提案していくエッセイです︒

宝くじに当たるには
どうしたらいいでしょうか？
無駄遣いをしたいのです︒
今 ま で︑節 約 を 苦 と は お も
わ ず む し ろ 楽 し み︑貯 蓄 に 励 ん で

お料理で解決するよりも …
が取れてしまった

で は︑強 化策 はな ん でし ょ う？と わ た
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き ま し た︒こ の ま ま 働 き 続 け て も

よ う で す ね︒本 当

くしまで悩んでしまいます︒運とは悩

・ 調理師
・スパイス研究家
★FBS福岡放送
「バリはやっッ！」
「ランチボックス」
出演中
ブログ／http://cozuee.sblo.jp

分かっています︒

はこんな生活は嫌

んでも仕方ないものですね︒

坂井 梢

落ち着いてください︒何かの蓋

毎日の生活で、気づいているけど、な
かなか改善できない、あんなことこんな
ことがありますね。Cozue さんにアドバ
イスしてもらいませんか？

無駄遣いをする余裕が訪れること

だという思いから

ます︒待っているだけで出来てしまう︑

“果 報 は 寝 て 待 て ”と 申 し
そ う そ う︑
今回はお料理で

炊飯器で炊く新米の美味しいご飯を召

でしょうか︒
解決するよりも現

し上がってください︒
うがいいようで

実的に解決したほ

がる方がいらっしゃいますが︑誤解に

最近︑ご飯抜きでおかずだけ召し上
当たりたいなら

よる栄養バランスを欠いた食事は体に

〝ご飯抜き〟
に注意！
す︒
必要なビタミン・ミネラルが
たっぷりですから
運の強化策は
なんでしょう？
宝くじを買いま

負担をかけます︒ご注意ください︒
お米には︑骨を作るミネラル︑栄養

しょう！
え︑身 も 蓋 も な

Cozue
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は な い と 思 い ま す︒で す か ら 無 駄

●● 募集します！ ●●

by

東由多加という演出家がいた
東京キッドブラザースという
劇団があった
という ︑フ ラ イヤーのコ ピーは 私 が
思いついた︒
で
La.mama

.１ ０
VOL

葉がのせられていた︒
キッドとは夢に生き︑空想の世界に
船を浮かべる︑ないものねだりの子羊
たちである と
…︒
東京キッドブラザースは１９６８年
１２月に︑今は亡きペーター佐藤︵イ

足をつっこんで︑避けを飲んでゴロ寝

ラストレーター︑キッドでいちばん唄
がうまかった︶の借りていた︑青山フ

去る９月 １０日︑渋谷の
東由多加の Remember Live
が行われた︒
東由多加 の１７回忌 を か ね た ものだっ

ラッシ︵６畳︶の一室︒コタツの中に

フライヤーの裏には ︑東由田加 の言

た︒

下田逸郎

ITSURO SHIMODA
1948年宮崎で生まれ２歳で東京移住。
浜口庫之助の賛辞に気を良くし18
歳でソングラーターの道へ 。寺山修司との出会いで芝居や映画音楽にも
目覚め、
作曲と音楽監督で参加したジャパニーズロックミュージカル「黄金
バット」
はニューヨークで10ヶ月のロングラン公演となる。
松山千春・藤井フ
ミヤ・桑名正博、
南こうせつ・山川ハコ・浅川マキ・石川セリなど、多くのシン
ガーに楽曲を提供しながら、
自身もシンガーソングライターとし20枚ほどの
アルバムを発表。
ラブソングの元祖とも。

していた︑５・６人で結成された︒私

く った唄 だった ︒ 途中で突然胸が つ

由 多 加 の部 屋 に 居 候して いる時につ

ト﹂というタイトルのミュージカルを

フブロードウエイで﹁ゴールデンバッ

の１９７０年には︑ニューヨークのオ

唄にした︒

ブラザーズでした﹂と言って︑最後の

まった客に向かって﹁東と私はキッド

した︒そのことを会場に予想以上に集

りは﹁ともだち﹂だったのかと苦笑い

そうか私という子羊のないものねだ

に︑友情みたいなものを感じた︒

まった︒唄を伝わってやってきたもの

はハタチで音楽担当で参加していた︒
東は︑ロックミュージカルをやりた

１０ヶ月ロングランさせるところまで

がっていた︒いろいろあって︑２年後

になってしまった︒

帰るところも夢の中

時代は嵐模様で︑子羊たちは︑どま
んなかまで巻き込まれて︑空高く舞い

すでにあばかれた夢の跡

裏と表があるように

地平線 水平線 シンキロウ

廃墟のスキマからのぞいた

上がり︑空中分解した︒
１９７２年に東京での﹁帰って来た
らも日本からも脱出した︒ないものね

この世とあの世はひとひらで

黄金バット﹂を最後に︑私はキッドか
だりの子羊たちがほしがっていたのは︑

きれいに散らせる 風の中の夢

吹き上がり舞い降りる木の葉
いみじくも︑ニューヨーク公演を遣っ

歌い終わって︑客席に戻った︒東由

家族そして故郷だったと気付いたのは︑
た劇場と同名の渋谷 La.mama
で︑その
当日前まで︑台風１２号の影響で強い

多加の息子がいた︒
﹁はじめて唄聞かせ

ニューヨークまでの３年間を共にし た

さ れた私 は ︑キッド 旗揚げ 公演か ら

ライブのオープニングの４０分を任

彼へのメッセージを思い出した︒彼女

の プロ
た︑ニューヨーク︑ La . mama
デューサー︑エレン スチュアートの

いたら ︑東が母親のようにしたって い

雨と風だった︒

生き残りの役者たちをひとりづつ呼 び

﹁東はあなたのことを︑ほんとに愛し

も２０１１年に亡くなっている︒

てもらいました﹂と いう彼を見つめて

出しながら︑東といっしょにつくった

おわり

台風はその後︑次々とやって来た︒

てくるのを感じた︒

そしたら︑私の胸にまた何かがやっ

まく伝えられなかったけどね﹂

ていたんだよ︒ああいう人だから︑う

唄をそれぞれに唄ってもらった︒
みんなもう７０歳になろうとしてい
る︒彼等は４０年前の唄を覚えていて︑
遠くを見つめて︑子守唄とか童謡みた
そのあと弾き語りでひとりで唄った

いに唄った︒
唄は︑日本脱出から舞い戻ってきた東
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︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼ ものが た りのゆ くえ

［台風一過 ］

生命保険文化センターの調査
平
( 成 年度 に
) よると
生命保険に加入している人は約 ％
ほとんどの人が加入しています︒
でもその中身は？
もしかしたらほとんどが

金融機関歴２０年︒
実戦経験豊富な
現場ＦＰ︒
その信条は …

生活に根付いた
アドバイス！

ファイナンシャルプランナー

久米カヲル

生命保険の成り立ち

その代表的な保険が終身保険です︒

作ります︒
そこに毎月保険料と貯蓄額を同時

そこでひと工夫！生命保険支払い専用口座を

例えば保険料が

に入金します︒

終身保険は掛捨て保険に比べて保険料がかな

円で合計 20,000
円をお給料から先に
11,800
引いて専用口座に移します︒

終身保険の盲点
り高くなります︒
そして払込の途中で解約す

振替日には保険料は引かれますが貯蓄分は残

円だったら︑貯蓄を
8,200

ると払込んだ保険料より解約金が少なくな

高に残ります︒
これを毎月繰り返すとしっかり

自動車保険は掛捨て保険です︒
でも無事故だ

計画的に貯蓄ができます︒

今の金利ではほとんど利息はつきませんが︑

貯蓄ができます︒

ったから勿体無かったと言う人はあまり見か

運用に挑戦です！

ある程度貯まったら︑そのお金をもとに積極

こちら

・ 751
・ 3779
fax 092
mail events@gariya.com

詳しくは次号でご紹介します︒

けません︒

蓄しましょう︒

保険は掛捨てにして︑浮いた分の保険料を貯

を安くする方が合理的とも言えます︒

生命保険も掛捨てにして毎月支払う保険料

保険は経費と割りきりましょう！

ります︒

生命保険は﹁相互扶助﹂が基本です︒
困った人
に皆でお金を出し合って助けることから始ま
りました︒
だから生命保険は自分では準備で
きない大金が必要になった時︑つまり
﹁世帯主
に万一の事があっても 遺 された家族 が 経済的

に困らない﹂為の準備をすることができる唯
一の商品です︒

掛捨て保険は勿体無い？
とはいえ︑ほとんどの人が死亡保険金を給付
されるようなことも無く老後を迎えます︒
だ

氏名・住所・電話番号・資料請求
と記して
またはメールしてください︒
FAX

も千五百円︶
という破格の鑑定料

欲しい﹂
という理由からです︒

をキープ︒
﹁気軽に人生相談して

幅広い知識に裏付けされた卓抜

の鑑定力で︑ビジネス︑恋愛︑家

庭︑健康など諸事に渡る相談に

乗ってくれ︑不調の極みにある心

にも︑
ポッと
︿あかり﹀
を灯します︒

新しい年に向けた目標や願望を

はかた駅前通り
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思っているようです︒
だから満期金や解約金

保険と貯蓄を同時にできる
ちょっとした工夫

鑑定師ですが︑初回千円
︵通常で

長 年のキャリアを 積 むベテラン

幸せいっぱいの新年は
この鑑定室から始まります︒

資 料 請 求は

お持ちであれば︑︿成就祈願﹀
もお
勧めです︒

●予約優先 ●電話鑑定も人気です。

から多くの人が﹁掛捨て保険は勿体無い﹂と
がある保険の方が良いと考えてしまいます︒

日赤通り

占いの館 バヤール

営業の人に言われるまま
よく判らずに加入しているかもしれません︒

セブン●
イレブン

■
バヤール
渡辺通り

電気ビル●
共創館
西鉄薬院駅

野村昂司(たかし)先生

不思議なパワーでガンガン運気上げる
渡辺通りの人気母さん

け た 親 身 な ア ド バ イ ス で︑
ハッピーな世界へと誘います︒
鑑 定 室 が 下 記 に移 転 し ま
※
した︒

※ホテルニューオータニ北隣

81

幼い頃 より 数 々の霊 体 験 を 重 こ と も しょっちゅう︒迷 路 を
ね 二 十 代 で 第 三 の 目 を 開 眼︒ 彷徨っている人々を解決に向
ベースは 算 命 学 で す が 霊 視 能
力が強いため︑その問題にかか
わる霊︵生霊も︶が鑑定の最中
に現れて︑ビックリさせられる

博多駅

住吉通り

●サニー

ー
ー

福岡市中央区渡辺通1-9-2
セントラルハイツ501

占あかり

西日本シティ BK●

☎080-5218-0903

営／10:00〜22:00
休／不定期 ※予約制
相談料／1件3,000円（30分
)

住吉通り

●ホテルニュー
オータニ
●サンセルコ

ー至天神
ー
ー
ー
ー

占いの館 バヤール

占い付

祇園大通り

●マックス
バリュ

占あかり■

☎092-282-4886

占あかり

福岡市博多区祇園町8-12-1014
営／10:00〜22:00
ント！
プレゼ と
休／無休
り
守
鑑定料／ 初回30分1,000円 お 9年度
2
成
（通常1,500円） 平
き暦

櫛田神社

国体道路

▲占い師 ときこさん
包み込むような柔らかな表情でどん
な悩みも受け入れてくれる、ほんとう
、
に頼もしいお母さんです。
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開運

ごよみ

sai enn

月エネルギー発生日
■12 月の発生日…赤
■ 1 月の発生日…緑

櫻庵 幸縁

月暦
つき

月のサイクルは健康な女性の月経周期と同一であり、
お肌のターンオーバー周期とも一致します。
海で繰り返される満潮・干潮も、やはりお月さまの動きの影響です。
太古より自然のリズムを刻み続ける月の動き…
月を識って行動すれば、拓かれる未来がきっとあるはず！

新月
【開始】 12 月 29 日 1 月 28 日

目標は何？いつ始めるの？
スタートするならこの日です！

二十六夜
【神秘】

三日月【魔除け】

12 月 24 日 1 月23 日

12 月 2 日 1 月30 日

神秘的な力がアップします。
叶えたい願いや目標があれば
繰り返し唱えましょう。

【月暦の利用法】
図が示すのは、
12月1日から2ヶ月間に渡る
月の変化と
それぞれの月形が及ぼす
影響です。
月エネルギーの
活用日程として
ご利用ください。

下弦の月
【知力】

12 月 21 日 1 月 20 日

心静かにゆったりと過ごしま
しょう。モヤモヤしていたも
のが晴れてスッキリしますよ。

居待月
【不安】

最近ついてな〜いと感じる方は
御守を身につけましょう。

12 月 8 日 1 月6 日

上弦の月
【和】

大事な交渉事には
オススメの日。
初対面で意気投合とか。

十三夜
【感情】

12 月 12 日 1 月10 日

気分に動かされやすくなります。
発言や行動は慎重に。

12 月 17 日 1 月15 日

心の居場所が見つからず何を
し て も 気 持 ち が 乗 り ま せ ん。
お部屋の整理整頓が効果的。

満月
【感謝】12 月 14 日 1 月12 日

お月さま、ありがとうございます…と、心からの感謝を！

福岡東映ホテル

■
弥聞冥問占術

ホテル
ニューオータニ
博多
サニー
渡辺通店

月齢占いのススメ
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電気ビル
共創館

知ろう！

選ぶべき途は貴方の
魂が知っています

も

生まれた日のムーンサイクル︿月

0120-879-099

福岡市中央区高砂１-20-25-201
鑑定料／20分 3,000円
60分 9,000円【完全予約制】

の姿﹀は人間の本質に影響している

闇におおわれる

魂に問いかけて

め

弥聞冥問占術
ひろこさん

と考えられています︒

︿月齢占い﹀
は︑生まれた日の月の

姿で︑貴方の宿命や使命をみていく

もん

選ぶべき途を

や

霊 視 鑑 定を主とし

恋愛・結婚・復縁・

離婚・子育て・転職︑

1件 6,000円（30分)

商売・難病といった

恋愛・結婚・仕事・病気・他人生
全般の悩み鑑定から開運指導まで

様々な悩みと真摯に

ラ・ポール
■

福新樓

向き合い︑改善に向

西通り
国体道路

福岡市中央区今泉1-18
-46 田北ビル201
営／10:00〜20:00
休／不定休
相談料／一般鑑定

けて応援します︒

【完全予約制】

☎092-215-2064

差し出してみせる

ラ・ポール整運鑑定所
整運Dr.野田和孝

ものです︒
当たる当たらないは別と

まずは検索。
自分の月齢を

占い術です︒

運気改善
全力応援！

して︑ご自分の生まれた日の月の姿

を識るのも︑
面白いですよ ︒
…

︻新月︼行動する前に考え過ぎる癖あり︒
﹁失
敗は成功のもと！﹂
と心がけるべし︒

︻三日月︼記憶力が良いせいか過去を引きず
る癖あり︒
ポジティブ思考で！

︻上弦︼負けず嫌いなため戦車のごとくゴリ
ゴリ進みがち︒
反省心を身につけるとヨシ︒

︻十三夜︼優柔不断︒
逆にその優しさが相手を
傷つけます︒﹁ノー﹂
と言う勇気を！

︻満月︼人を引付けるパワーを持つ貴方は強
引にコトを進めがち︒
一人の時間を作ること
で自分をセーブ！

︻居待月︼お人よしの平和主義︒
自分を押し殺
す癖あり︒
時には譲らない自分を出すこと︒

︻下弦︼合理主義で頭の回転良好︒
しかし批判
的になりがちです︒
おおらかな気持ちを！

︻二十六夜︼八方美人︒
嫌われたくないがため
流されやすい︒
芯の強さを持ちましょう︒

櫻庵 幸縁

人生は迷うことばかりですね︒

でも人生は自分で切り

拓くものです︒

自分の考え方や行動パタ

ーンを知る手段として参考に

してみられるのも面白いかも

しれません︒

月 齢

読者の皆様とコラボして
作るページです︒
テーマはいちおう
ありますけど︑
たいしてこだわっ
ちゃおりません︒

約４時間
ダブル
200ml
1合
500ml

＝
＝
＝

早とちりを
何とかしなくちゃ！
◆彼からメールの返信が無く︑振られたと
思って友達に慰めてもらった︒
彼から連絡が
来たら︑ただスマホをなくしただけとわか
り︑
早とちりを何とかしなければと思った︒
︵コトコ ３０代 会社員︶
♥日常会話と同位置にスマホがある時代で
すから︑振られたと思うのは当然でしょう︒
でも一方的に﹁振られた﹂と結論するのはやっ
ぱり早とちり⁝って言うか︑そんなのスッキ
リしないじゃないですか︒
めんどうだけど彼に会いに行って﹁どうかし
た？﹂
って確認すること︒
ちなみに恋愛を含む
人間関係っていうのは︑デジタルよりアナロ
グのほうが遥かに強いです︒

環境を守るために
できることを少しづつ
していかないと！

です︒
九電の職員さんに出会った時︑月額電気料が
３倍に跳ね上がっていたにもかかわらず︑
﹁お
かげで生き延びることができました！﹂って
お礼を言ってしまいました︒

愛情家庭料理には
悩みを破壊する力あり
◆ある時︑心理カウンセラーと談笑すること
になった︒
お手並み拝見！驚いたことに喋る
シャ
ベル︑喋り倒してくれた︒
ダムの水が決壊し
たごとく止 まらない︒
コーヒー３ 杯 で５ 時
間︑ぶっ通しで喋った︒
家に招き入れ母親の手
料理をごちそうした︑腹も心も満たして帰っ
て く だ さった︒カ ウンセ ラーにも カ ウンセ
ラーが必要なことと︑愛情家庭料理は悩み
を破壊する力があることを知った︒
︵ガーベラ ４０代 運開きアドバイザー︶
♥職業がら他人の話を聞くばかりで︑よっぽ
ど溜まっていたんでしょう︒
聞いてくれる相

スマホ切り替え違約金
同じ会社内でどうして？

手と出会えて︑やっとデトックスできたんで

◆近年︑夏がとても高温で︑環境破壊が原因
だと思います︒
一人一人が節電やリサイクル
など︑できることを少しずつしていかないと
いけないと思います︒
環境破壊については︑企業も営利ばかりを追
求するのではなく︑環境を守る取り組みを
重点的にしないといけないと思います︒
環境
を守る取り組みをしている企業に対して︑
国
はもっと大幅な減税や高額な補助金を出し
て︑
応援すべきだと思います︒
︵みかん ３０代 会社員︶
◆最 近スマホの機 種 切り替えをしました︒
﹁二年経たずに切り替えると違約金が発生
する﹂と説明されていたので二年間ジッと我
慢してきました︒
そして目出たく二年が過

便利だけど⁝無駄？

たようですね︒
さすがカウンセラーさんです︒

ですが⁝その方の〝相手選び〟は正しかっ

違えない〟のポイントは外さない⁝ってこと

です︒
ただしくれぐれも〝吐き出す相手を間

すというのはエステより大事な〝自分ケア〟

心に溜まったものを〝話 す〟ことで吐き出

しょうね︒

♥同感！夏の高温はすでに耐えられる限界
を超えています︒
﹁もしエアコンが無かった
ら︑もし電力が供給されなかったら⁝日本人
の半分は死んでしまう﹂と本気で思ったほど

なっていたのですが︑近頃は年配の人という

ぎたので切り替えに行ったというわけです︒
ところがなんと︑違約金が発生しました！
びっくりして理由を尋ねると︑
〝期間満了か
ら二ヶ月以内に切り替えなかったから〟との
こと︒計 算 し てみたら確 かに︑三日 間 オー
バーしていました︒
でも︑他社携帯に乗り換えるならまだしも︑
同じ会社の携帯です︒
どうしてこんな理不尽
なことが起こるのでしょう？呆れてモノが言
私が悪いそうですが︑そもそもこんな詐欺み

えませんでした︒
説明書を読んでいなかった
たいなルールがまかり通ってること自体︑お
かしくないですか？
♥私も最近実は同じような体験をしました︒
バージョンアップの必要性から︑ネット通信用
８日です︒
ところが８月分の請求は旧モバイ

モバイルを新機種に切り替えました︒
８月２

て問い合わせたところ︑

ルと新モバイルのダブル請求！ミスかと思っ
﹁１日〜月末で請求を〆ます︒
日割りシステ
ムがありませんのでスミマセン﹂
との回答が⁝つまり旧モバイルの２８日間が
まるまる一ヶ月分として請求されたうえ︵こ
れは許せる︶
︑新モバイルの３日間も︑まるま
る一ヶ月分として請求されたわけです︒
要す
るにどのタイミングで切り替えようが切り替
他社への乗り換えならいざ知らず︑同じ会社

えた月は二ヶ月分の請求になるシステム︒

立ってきた︶
！

の商品でなんちゅうセコイことを︵またハラ

大人たちのマナーの悪さが
すごく目につきます
◆最近よく見かけるのは︑買物をしていて︑
自分が購入する者ではなく︑手に撮ったけど
元に戻す時に︑上の方からポーンと投げる人
です︒
若い人が本などを投げて戻すのが気に

やらしい記事が気になってあまり手にとって
新生ガリヤは上品な感じで︑特集も読みごた

ませんでした︵生意気言ってゴメンなさい︶
︒

皆様からのメッセージ︑首を長くしてお待ち
いたします
︵詳細は ２５ページ︶
︒

♥思い出しました︒
﹁通信簿に５がついたら
カール人形買ってやるけんね﹂との母のツブ
ヤキをきっかけに成 績が 劇 的 アップしたこ
と︒
通信簿を手渡すなり母の手を引っぱって︑
玩具屋さんに猛ダッシュ︒
﹁店から人形抱えて
飛び出して行ったもんね︑よっぽど嬉しかっ
たっちゃろねえ⁝﹂とは長年の母の語り種で
した︒
思うに好奇心溢れる子供たちにとって﹁勉強
なんか嫌い！﹂
はむしろ正常︒
そこで〝モノで釣る︵日頃から与え過ぎない
ことも 肝 要︶
〟という 作 戦 はいか が でしょ
う？
勉強とは目的ではなく手段です︒
つまりその
先にある﹁欲しいもの﹂
﹁なりたい自分﹂
﹁した
いこと﹂﹁使命感﹂等につき動かされない限り︑
つまんなすぎて︵本当は知識を得ること自体
面白いんですがソレに気付くのはもっと後の
ことで⁝︶
やってられません︒
なので︑
ここはちょっと引いて︑﹁勉強してくれ
ると︑お母さんうれしい⁝﹂くらいが効果的
かも︒
だってガンバッテいるお母さんを喜ばせ
ることって︑
けっこう大きな目的ですからね︒
︻追伸︼ガリヤを楽しみにしてくださって︑あ
りがとうございます！︒

︵ひよこ ４０代 技術職︶

後も毎号期待してます♡

も色自体が消えてしまって⁝︒
さておき︒
今

しました︒
さらに子どもを産んだら︑町から

ど︑結婚したら︑ネオンがパッと消えた気が

中洲のネオンがギラギラしてていやだったけ

とても楽しみです︒
そもそも︑独身時代って

えがあって必ず毎号読みたいです︒
というか

すい物とかでも平気で投げるのに驚きます︒

勉強の楽しさを子供に
目覚めさせるにはどうしたら？

♥うしサンとは逆に︑私はコンビニが沢山あ
ること︑たいへん喜んでいるんですよ︒
理由は
以下︒
①トイレ⁝買物しなくても︑
利用ＯＫ︒
②コピー機⁝Ａ４は５円︵１０円のコンビニ
が多いけど︶でコピーでき︑データ出力・
ファックス・エトセトラがＯＫ︒
③コーヒー⁝美味しい＆百円ポッキリ︒
④テーブル席⁝寛ぎＯＫ
︵増加中︶
︒
外回りしながら事務処理が出来るおかげで
効率は上がるし︑街じゅうにマイオフィスを
持った気分です︒
しかし中には許せないコンビニもあります︒
①も無く②も無い︒
かろうじて③はあっても
④は無い︒
ちなみにそうしたコンビニは博多駅界隈の
ような密集地域に存在することが多く⁝こ
ういうコンビニは⁝無駄⁝かも︒

◆博多駅周辺にコンビニがいたるところに
あるのは便利なことですが︑同じ会社のコン
ビニが 数 百 メートルごとにいくつもあり︑
はっきり言って無駄だと思います︒
︵うし ３０代 会社員︶

か︑いい歳をした大人が︑野菜とか傷つきや
その他のことでも︑大人のマナーの悪さがす
ごく目につきます︒
︵24ばん ４０代 会社員︶
♥マナーは形でなく︑﹁自分がコレされたらど
うなんだろう﹂
﹁自分がコレしたらどんな害
を与えるだろう﹂っていう〝想像力〟が基本
力が足りないんだと思います︒

にあっての行為だと思います︒
要するに想像

する〟というのはどうでしょう？相手が大人

あと〝目撃したらその場で︵やんわり︶注意
であれ〝注 意 する〟というのも︑大 事なマ
ナーかもしれません︒
⁝え︑ワタシ？もちろん注意してますよ︒
注
意されることも⁝ありますし⁝︒

ゆうちょ銀行への
振込法を判るようにして！
◆振込先がゆうちょの場合︑私は今だに苦労
しています︒
皆さんどうされているんでしょ
う？〝他銀行から振り込む場合は口座番号
が変わる〟というトンデモナイことを殆ど
らせて来るのも問題だけど︑もっと問題は銀

の方がご存知なく︑そのままの口座番号を知
行側です︒
〝ゆうちょ振込み法〟って案内ス
テッカーくらい貼るべきなのに一度も見たこ
尋ねるしかなく︑
とっても不便です︒

とありません︒
わざわざ銀行窓口まで行って

♥私もそれは不思議に思っていました︒
何べ
んトライしてもできなかったから︑あきらめ
ＡTＭコーナーに︻ゆうちょ銀行の振込法︼
っ

て現金書留で送った記憶があります︒
全ての
て︑
目立つかたちで設置するべきですね︒

◆小２の男子のお勉強について︒
勉強の楽し
さを感じてほしいと︑それがウリの花まる学
習会に息子を通わせてます︒
でも宿題をさせるのにガミガミ言ってしま
い︑
キライにさせているような⁝︒
どうしたら勉強の楽しさに目覚めさせてあ
げられるんだろうって︒
このごろいつも悩み
のタネです︒
︻追伸︼以前のガリヤはなんとなく︵性的に︶
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…なんとかしてよ！
なんとかしなくちゃ！

2016 年はどんな年でしたか？
何はともあれ、
もあーはっぴーな 2017 年にいたしましょう！
そこで今回のテーマは…

忘新年会シーズン到来！翌朝の残り酒にご注意を！

読者の皆様とコラボして
作るページです︒
テーマはいちおう
ありますけど︑
たいしてこだわっ
ちゃおりません︒

約４時間
ダブル
200ml
1合
500ml

＝
＝
＝
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る一ヶ月分として請求されたわけです︒
要す
るにどのタイミングで切り替えようが切り替
他社への乗り換えならいざ知らず︑同じ会社
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自分が購入する者ではなく︑手に撮ったけど
元に戻す時に︑上の方からポーンと投げる人
です︒
若い人が本などを投げて戻すのが気に

やらしい記事が気になってあまり手にとって
新生ガリヤは上品な感じで︑特集も読みごた

ませんでした︵生意気言ってゴメンなさい︶
︒

皆様からのメッセージ︑首を長くしてお待ち
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…なんとかしてよ！
なんとかしなくちゃ！

2016 年はどんな年でしたか？
何はともあれ、
もあーはっぴーな 2017 年にいたしましょう！
そこで今回のテーマは…

忘新年会シーズン到来！翌朝の残り酒にご注意を！

︻杉 林 せいこのコラム ︼その

ヒトは生きている限り﹁役割﹂や﹁使命﹂
を持って人生を歩んでいます︒
昭和26年長崎県生まれ。アドバンス・クリエイトセンター代表
／インド食堂チチル＆シシリ副代表／社員教育・人財教育アドバ
イザー／エッセイスト。大手宝石販売会社専属インストラクタ
ー、精華女子短期大学講師、人財教育（創世記のハウステンボス
を始め、九州を拠点として官公庁、大・中小企業、各種団体など
の教育研修に携わる）などを経て現在、アドバンス・クリエイト
センター代表。47歳の時に16歳年下の夫と結婚。キャリアを活
かし講演・研修・執筆活動も展開中。TV・ラジオにも出演。

あるいは︑仕事の世界でも︑収入を得な

る感じないにかかわらず︑周囲に喜ばれる

世の中には︑
﹁役割﹂や﹁使命﹂を︑感ず

分増えてきたように感じます︒それは︑何

がら強い﹁使命感﹂持って動いておられる

○アメリカ人のＳさんは︑宇宙人とのコ

も上記のような特別な方のみではなく︑他

生き方をなさっている方が︑このように随

ンタクトをとることが出来︑地球人と

人︵ヒト︶様に言われたからやるのでもなく︑

方が身近にいます︒

のパイプ役になり︑世界の平和を目指
自ら

﹁やってみたい！﹂

﹁やりたい〜！﹂

しています︒現在はメディアに登場し

す︒合 間 に は︑音 楽 の ラ イ ブ で ヒ ト 様

﹁やらずにはおれない！﹂

たり︑出版活動などで大忙しのようで

を喜ばせいます︒

と︑ふつふつと中から湧き出でてきたこ

﹁やらなければならないからやっている﹂

とをやった結果でもあります︒

全てのお客様に癒しの食事と場所を提

あるいは﹁ヒトさまがやるから自分もやる﹂

無農薬野菜を奥様の手料理で振る舞い︑

○ある農家レストランを営むご夫妻は︑

に聞こえるかもしれませんが︑それは︑自

供し︑心からのもてなしをすることを

﹁使命！﹂と聞くと何だか大仰︵おおげさ︶

分の立ち位置で自らを最大限に活かし︑ヒ

のではなく︑
﹁自らのやりたいことをやる！﹂

てベストな時期があるようです︒焦ること

それに︑やりたい時期すら︑その方にとっ

生き方って素敵ですよね︒

ご夫婦の使命と思っておられます︒

人 生のアドバイスをしながらも︑いつ

なく︑ヒト様と比べることなく︑ただただ

○手相鑑定のМさんは︑手相でヒト様の

ト様の役に立ちながらヒト様に喜ばれるこ

あえて︑ヒト様の役に立とうとしゃにむ

かは自分のような仕事がなくなること

内なる自分と向き合い︑正直に前に向かう

つ ま り︑あ なた と いう○○さ ん が そ の 命 を

﹁使命﹂とは︑
﹁命を使う！﹂と書きます︒

︿著 書﹀

選ばれる女性になるための か条
︵近代文藝社︶
めぐり合う人も日も自分では決められない
︵書肆侃侃房︶
早く気づけばそれだけ早く幸せがくる
︵書肆侃侃房︶
あなたが輝くビジネスマナー
︵創成社︶

●紀伊國屋書店 博多店

︿取扱い書店﹀

●丸善
︵株︶博多店

●TSUTAYA 中洲ゲイツ店

●福岡金文堂 本店
︵新天町︶

●クエスト 薬院店
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とだと思います︒

に思っていなくても︑やりたいと思うこと

を︑と思いながら日々動いています︒

を願いつつ 人
…の心に灯︵ともしび︶

ずれもヒト様の喜びのお顔を観るのが大好

ことが最も肝要だと思います︒

を 前 向 き に に ワ ク ワ ク 感 で や っ て い る と︑
不思議なことにそれが結果として 意
, 外にヒ

きなようで︑動きの中でのサービス精神も

ト様の役に立っているものです︒

私の知る中で次のような方がおられます︒

これらの方々は︑ほんの一部ですが︑い

○広い庭で好きな花作りをしているご近

セミナー﹄を開催致します︒
1Day

せ︑善 循環 を 取り 戻 すた め の﹃輝 き ア ッ

普段の何気ないあなたの輝きをアップさ

★ガリヤ愛読者の皆様へ★

***********************************

て頂きたいと想います︒

感を保ちながら︑毎日を思いのままに動い

その時を待ち望み︑ワクワク︑ドキドキ

何かが必ず出てくる時があるはずなのです︒

全 う す る ま で に 課 せ ら れ た﹁や り た い！﹂

ヒトを喜ばせると︑ヒト様は自然と近づ

いること︒

ることは︑自ずと周りにヒトが寄ってきて

それに︑そのような方々に共通して言え

とお話ししています︒

が や り た い か ら︑楽 し ん で や っ て い る！﹂

皆さん︑これまた日々異口同音に﹁自分

旺盛です︒

所の奥様は︑季節の花をヒト様に分け
てさしあげることでとても喜ばれてい
ます︒
○定年退職をしたある男性は近所の草む
しりや︑夏場は近所の見回りをして喜
ばれています︒

研究し続けているある男性は︑遠隔か

いて行きたくなるものです︒

プ

メール or 電話にてお申込ください！

ブログも
お楽しみ
ください!

○昼は勤めながら︑ヒトの身体の治療を

らヒト様の体のケアをし続け︑喜ばれ
ています︒

http://toshiue16kodakusan.blog87.fc2.com/

所：インド食堂チチル＆シシリ
福岡市中央区六本松 2-2-8(1F)
■定 員：5 名（※定員になり次第締め切らせて頂きます）
■参加費：5,000 円（美味しくてヘルシーなお食事込み）
■申 込：※インド食堂チチル＆シシリ〈イベント担当〉宛

■場

45

E-mail india̲shokudo@chichiru-and-siciri.com
電 話 092-717-1447

著 者ブログ ／『 年 上 女 房 の 子 だくさん』

本セミナーは「湧けばプラス。プラスであれば人・物・金が寄って来る」という
著者流の視点に基づき、現状のあなた自身と向き合うところから、善循環へのポ
イントを見出していきます。詳しくは著者ブログにて。

1/22（日）・2/26（日）・3/12（日）・3/26（日）17:00〜19:30

2017

使命とは命を使うと書きますが …

■著者プロフィール■ 杉林せいこ

〈女性限定〉

杉林せい子の
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ヒトを喜ばせるなかで出会える
﹁役割！﹂
﹁使命！﹂

ちょっと一息・COCOROおしゃれ“Café”

テーマ：生き物のいる風景

土生亜紀子

ホントだ！甘い！
愛犬連れで通りかかった子供が︑我が
家の柵にぶら下がった実を指差し﹁これ
何？﹂と尋ねてきました︒
どうやら何と
なく﹁食べられそうだ﹂と分かったよう
です︒
﹁ブラックベリーだよ︑食べていい
よ﹂
というと︑子供は手近の実を引きち

No.10

彼女は美術品を見ることや音楽を聴
くこと︑おいしい食べ物を味わうことも

私もちょっとした町の住宅街の真ん

海や山などに出かけます︒

の様に﹁身近な自然から五感の刺激を

くうちに私は〝ブラックベリーの子供〟

犬の散歩が大好きで︑彼らとともに歩

五感を刺激することですが︑緑の多い 中に住んでいますが︑最近は癒し目的
なぜなら︑私は
自然豊かな場所に出かけるのも︑その一 での遠出は減りました︒
つだと仰っていました︒

電子機器中毒

れ日や朝日に輝く露︑季節の草花や奇

犬と共に外に出て目を凝らせば︑木漏

得ること﹂
を覚えたからです︒
てインターネット環境も当り前の状況

妙な虫など︑日常の中に﹃自然﹄をいく

今やテレビも電話も一人に一台︑そし

頭に流れ込み︑
﹃通信コミュニケーショ

です︒﹃情報﹄は常に滝のように私たちの

らでも感じられます︒

動するだけで︑傍らにいる犬という﹃自

もしもあなたが外に出ても︑ただ移

移動だけじゃモッタイナイ

ン﹄
も途切れることはありません︒
私たちは電子機器に〝視覚・聴覚〟を
酷使し︑常時頭の中で何事かを処理し
そして人は情報を得ることや処理す

然﹄
も︑木や雑草や虫というありふれた

続けます︒
ることに快感が伴い﹁中毒になりやすい

させてすぐ側の﹃自然﹄を感じてくださ

どうかあなたの〝五感 〟をフル稼働

も見過ごしているなら︑
とても勿
﹂のだそうです︒
私たちが現代社会で生 ﹃自然﹄
活するだけでも疲弊する一因でしょう︒ 体ないと思います︒

自然に癒される理由

19

ぎり口に入れました︒
そのとたん顔をク
シャクシャにして﹁酸っぱい！酸っぱい！﹂
と大騒ぎ︑そうなるだろうと思って見て
いた私は大笑いしました︒
その後﹁真っ黒で︑ちょっと引っ張った
らポロッと落ちる実が熟しているから

あなたの日常にも﹃自然﹄はあるので
一方︑私たちが自然に癒される理由の い︒
一つに︑松任谷さんのいう
﹃五感の刺激﹄ すから︒
があると思います︒
おそらく人は本能的に自然の中では
無意識に見て・触れて・味わって・聞
いて・匂ってという〝五 感 〟が優 先さ
れ︑
〝頭〟の過 剰な働 きが 休 まるので
はないでしょうか︒
つまり︑私たちは自
然の中でこそ〝五感 〟が働きやすくな
り癒されるのだと思うのです︒

ほら︑
すぐ側に
街に住む多くの人が〝癒し 〟目的で

飼主さんに犬の飼い方を教えて20余年 。
『犬』の
ことを多くの人に伝えたいと頑張ってます！

甘いよ﹂
と教えると︑彼は慎重に選んだ
実を食べて
﹁ホントだ！甘い！﹂
と笑いま
した︒
そして︑自分の愛犬にも
﹁おいしい
よ﹂
と食べさせていました︒

ストレス解消は五感刺激で
歌手のユーミンこと松任谷由実さん
が︑ストレス解消方法についてお話して
とを心がけているそうです︒五 感とは

いました︒
彼女は﹁五感を刺激する﹂こ
﹃視覚・触覚・味覚・聴覚・嗅覚﹄
です︒
つまり
﹁見て・触れて・味わって・聞いて・
匂って︑を意識的にする﹂
のだそうです︒

proﬁle 犬の飼い方教室『Sleepyʼs house』主宰

犬と人のための飼い方教室

チョウチョがとまった▼
たまご茸かわいいっ！▼

▶朝露のキラキラ︑見えるかな？
てっぺんも見てね！

▶足下に注意！

私が犬たちとの
散歩の途中で出会った
生き物たちです︒

Photo Garally

﹁あんたたちって︑
猫だったの？﹂

フワフワのひとつが鳴いた︒

長澤 由起子

ちょっとした用事で︑
某鑑定士さんのサロ

まいし二階は無理！
﹁あんた︑
どうやって入ってきたの？﹂
⁝ま︑
いっか︒

﹁⁝⁝﹂

ほどなく侵入ルートが 判明した ︒なんと
庭のイチョウの木だった ︒
幹を 垂直にかけ
上が り枝先からバル コニーに 飛翔 する
という ︑
ハラハラドキドキの離 れワザだ︒
しかし︑
どっかで見た黒＆白柄⁝とか思っ

た︒
夢に見たのと同じ場所︑
つまりブロック

同じ日︑
偶然にしては奇妙なことが起こっ

﹁ニャ！﹂

﹁あんた！戻って来たんだね！﹂

ていたら︑
ブロック塀に居た子猫である︒

した⁝
︵ウルッ︶
﹂
塀の内側から︑

旧ガリヤ倒産→個人破産の閑暇にあった猫エッセイ著者が、
ガリヤの誕生から死、
そして、復活までのアレコレを綴ったものです。

︻ 猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

ンを訪れた時だった︒
途端︑
目が醒めた︒

野良猫の夢︵ムー︶

﹁シルクち ゃんファミリーの最後の一匹だ

すると彼女︑
﹁ミャ〜﹂

以来〝夢〟は勝手気ままに上がり込んで

ったドタが⁝とうとう⁝死ん でし まいま

﹁いや︑
黒い猫が見えますよ⁝白も少し混

来ては︑
ごはんを食べて寛いでいく ︒とこ

夢にかこつけ︑
〝夢
︵ムー︶
〟と名付けた︒

じってますね ⁝シルクちゃんにご縁のあ

いか︒
黒＆白の

⁝と ︑痩せた子猫が見え隠れするではな

ろがけっして長居はしない︒
私の十倍は賢

とでも言うように立ち去ってしまう︒

﹁飼われるのなんかまっぴらゴメン﹂

そうな眼を向け︑
逃 げ まくられ

﹁今日ぐらい泊まっていきなよ︒
台風だよ︑
ところがこの夜も〝夢〟は ︑ごはんを 食

仕方 なく餌付
トした︒

うにしばらく様子をうかがっていたが︑
嵐

べ終わると バルコニーに出て ︑
いつものよ

ほら雨だって降り出したじゃん！﹂
ほどな く 梅雨

の闇にダイブした︒

暮らしの中で ︑
私が猫たちに教 えたのは

最近気がついたことがある ︒猫たちとの
そうして 半年

トイレマナーくらいだろう︒

を消した︒

それっきり 姿

に入り︑
子猫は

けか ら スター

﹁ごはんよ〜﹂

て捕まらない︒

柄だった︒

る猫です⁝ 思い当たる猫がいるでしょ？﹂
要するに〝生まれ
変わり〟だと︒
似ても 似つかない
が︑野良猫の夢︵
ムー︶が︑
とりあえ
ず ︑浮かんだ︒
遡ること一年と 八
ヶ月前 ︑私はこん
な夢を見た︒
我が家 のブロック
塀の内側 に白くて
フワフワで ボール
のようなものが 四
つ︒
うち二つは野球

である ︒
帰宅してビックリ！ 私の寝室を

逆に︑
猫たちから教えてもらったことはい

ほど過 ぎた頃
あとの 二つは ピンポン玉サイズ︒

私はまだ︑
学びたい︒

っぱいある︒

無料

６章に分け
偶数月に
サイトアップ︒

左５章は既に
アップ済み︒
●はじまりの章
●初陣の章
●泰平期の章
●動乱期の章
●内乱の章
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1988-1997

占拠する見知らぬ猫⁝︒

2千年以上前に著されたジュリアス・シーザーのガリヤ戦記ばっかり出てしまいます。

注：
「ガリヤ戦記」
での検索は×

私の人生を変えちゃった猫

猫が侵入するなら一階だ︒
カラスでもある

ガ リ ヤ戦記 ガリヤ

シルクちゃん

なにげにその四つを眺めていたら︑

⇦

Vol.10

ボールサイズで︑

バルコニーのヘリに座る野良猫〝夢（ムー）”…〝いっぱいあってな
（映画）”みたいに、他の名前でも呼ばれている可能性は大。
田園に囲まれていた我が家も巨大モール進出で環境激変です。

記

この
本の絵を
クリック
したら読めますよ。

スマホでも
読めますよ

(通巻Vol.301）

﹁ミャ〜﹂

笑えて呆れて怒って泣ける

12月中旬やっと完結…ガリヤ戦

１：
「ガリヤ戦記 ガリヤ」
で検索してください。

My
Sweet
Life
With
Cats

看取り士という

動愛園は、
動物大好きのＮＰＯ法人運営している
動物霊園です。
愛しいペットたちや人々を優しく見守ります。

県内でも有数の敷地面積
と設備を誇る動愛園では、
緑に囲まれた環境の中で
ご家族の皆様が、最後のひ
とときを納得いくようお過
ごしいただけることを心が
けています。

NPO法人 西日本動物愛護協会 動

足を踏み入れるなりお洒落なロ
ビーが広がります。お別れの部屋
（写 真 右）にし
ても「癒しへの
気 遣 い に 満ち
た斬新さ」とす
でに評判です。

愛園

志摩絆の杜・福岡霊園

一般社団法人全国ペット霊園協会
福岡県糸島市志摩吉田1233-1

動 愛 園 博多斎場
納骨は由緒
ある明光寺で

気遣いに満ちた
斬新な内装

入り口は車３台が収容で
きる駐車スペースになっ
ていて、車に乗ったまま
入ることができます。
その奥に、リゾート感を
漂わせる斎場入り口が続
きます。

福岡県の西端に位置する糸
島市はドライブスポットとし
ても人気のエリア。お参りの
際、海沿いのドライブを楽し
まれる飼い主さまも多数い
らっしゃいます。是非一度ご
見学ください。

奥は斎場の
入り口です

お車のまま
お入り下さい

〈動愛園 博多斎場〉
はこんな斎場です…

ドライブ
スポットです

緑に囲まれた
心安まる環境

こんな
ＮＰＯ活動も

動 愛 園で はＮＰＯ活 動
の一環として、自治体で
殺処分された動物達や
大学での学術研究の為
の実験動物達の火葬、供
養も行っています。

〈動愛園 糸島斎場〉
はこんな斎場です…

納骨は近隣の明光寺でおこ
な い ま す。や はり心 癒 され
る、
由緒あるお寺です。

※12 キロを超える犬猫ちゃんの場合は糸島の動愛園までお連れくださいますようお願いいたします。
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博多区吉塚 8-1-9

明光寺

博多区吉塚 3-8-52
お問合せ・お申込み

0120-24-7979

http://www.douaien.co.jp
動愛園

検索

と駆けつけ号泣する人々には︑

ボランティアグループが中心になって開園した福岡最大級のペット霊園

シルクちゃん が死んでかれこれ 二十年に

﹁間に合ってよかったですね︑
来てくださっ
なる︒
十二月二十四日︑
朝だった︒
とても喜んでおられますよ﹂
抱きしめていた腕からシブシブ下ろすと︑ たこと︑

灰になってしまうという現実 が 受け入れ と声をかける︒
︵笑︶
﹂
られないまま︑
遺体に向けて シャッターを ﹁キョトンとされますね

さて〝看取り士〟とはなんぞやだが ︑こ

態勢で家族と共に
︵家族無しもあり︶
看取

切り続けた⁝︒

りをサポートするという仕事である︒

後日︑
現像された写真に驚愕した︒
なんと

チューブに固定するのでなく︑
患者の希望

余命を告知された患者宅にて二十四時間

だからもう︑
悲しまないでね︶
﹂

しくないよ︒
ほら見てこんなに元気だよ︒

を尊重しつつ︑
手を握ったり体をさす った

れは柴田さん考案による民間資格だ︒

とでも言いたげな様子で ︑
シルクちゃんの

り背中を抱いたりすることで ︑不安その

遺体の横に白くて淡い光のようなものが

姿をして チョコンと座っている ⁝ 年越し

ものさえ軽減させる︒

﹁
︵今やっと抜け出したとこだよ ︒もう 苦

柴田 さんの活動を自信を持ってご 紹介で

で流した涙が︑
ピタリ止 まった︒

期の在り方を考える時代がきています︒

今後の超高齢社会において 問われるのは

望めば誰もが自宅死を叶えられる社会が

きるのは︑
たぶんこの体験のせいだ︒

間が愛に溢れます ︒そして無言で ︑
笑顔

私の夢なんです﹂

ＱＯＤ
︵クオリティ オブ デス︶
︒

で見ておられるんです﹂

発想の根源にあるのは ︑
自身の父親の看

﹁ご遺体から白い霧が出るんです︒
光の粒

これは柴田さんの仕事現場 ︑つまり臨終

取り体験だとか︒

﹁死にざまは生きざまです ︒
一人一人が最

の部屋での光景
︵？︶
らしい︒

その時に感じた愛に溢れる〝温かさ〟を

Email staﬀ@mitorishi.jp http://mitorishi.jp

﹁お母さまが︑
そちらで笑ってらっしゃいま

岡山市北区横井 1609-2-107
TEL 086-728-5772

なんとか伝えたいという思いが 様々なノ

〈問合せ・申込み〉
一般社団法人日本看取り士会

すよ﹂

26,000 円

●旅立ちが＋に変わるアプローチ方法
●自宅で旅立つためのマニュアル
講師：柴田久美子
一般社団法人日本看取り士会 会長
場所：ホフィスネット博多 会議室Ｂ
福岡市博多区博多駅前 1-14-16
博多駅前センタービル４Ｆ

ウハウとなって構築され︑
今や全国に広が

中級コース 14:00~17:00

﹁え︑
どこどこ？﹂

10,000 円

●父母を幸せに看取るために
●患者様を 悔い無く看取るための死生観
講師：日本看取り士会九州支部認定看取り士

りをみせている︒

2017 年１月 28 日

初級コース 10:00~13:00

もちろんご遺族には見えるはずもなく︑

看取り学講 座 初級・中級

……………………………………………………………………………………………

1952年島根県出雲市生れ 。日本マクドナルド
勤務 、レストラン経営を経て 特別養護老人
ホーム、有料老人ホームで寮母として勤務。
隠岐諸島に移住し村の社会福祉協議会で ホー
ムヘルパーとして勤務 (1998~）。NPO 法人「な
ごみの里」設立 (2002~9)。第一回 All Japan
Care Contest 企画・主催 (2010)。NPO 法人を
解散し一般社団法人「なごみの里」代表 理 事
に就任 (2011)。一般社団法人「 日本看取り士
会」設立 (2011) 。第一回日本の看取りを考え
る全国大会主催 (2014)

﹁間に合わなくてごめんなさい！﹂

柴田久美子さん

のような⁝それがエネルギーですよ ︒空

臨終を看取る人ですけど…
介護士でも看護師でも医者でもありません。
もちろん映画ヒットで注目された
納棺士でもありません。

看取り士
出版：コスモトゥーワン
定価：1,365 円（税込）

・一般社団法人 なごみの里 代表理事
・一般社団法人日本看取り士会代表理事
・大学や専門学校講師・他

お仕事

ご遺体から光の粒が出て空間に愛があふれます

柴田久美子書籍
・いのちの革命
・看取り士日記
・看取り士
・ありがとうの贈り物

第１日曜日は出逢いに満ちています

わんにゃんよかイベント
10:00~14:00

※第2日曜日になることもあります。要確認。

「今日は来てくれるかなあ」
「来るよき
っと！」
とか、話しているようでした。

動物に関する様々な書籍も自由に読
むことができます。

部屋に入って、猫たちと実際にふれ 里親募集の情報は壁にもいっぱいで
合うことができます。猫と暮らす方に す。
どなたも利用できますので、詳し
とっても、参考になる部屋ですね。 くはセンターにお問い合わせを！

子供たちはお任せください！…動物専
門の学校に通う学生さんたちが、
しっ
かり対応してくれます。

イベントは東西のセンターで
交互に催されています。
（ふくおかどうぶつ相談室）
〈偶数月〉

第３日曜日は悩んでいる飼い主さんたち集合！

犬猫よろず相談

家庭動物啓発センター
福岡市西区内浜1-4-22
TEL：092-891-1231
FAX：092-891-1259

（あにまるぽーと）
〈奇数月〉

東部動物愛護管理センター
福岡市東区蒲田5-10-1
TEL：092-691-0131
FAX：092-691-0132

わんにゃんよかネット

13:00~16:00

■トラブルなどの法律相談 ■飼い方相談
■ペットの健康相談
■トリミングなどのお手入れ相談
※当日は先着順に受付いたします。
※事前予約はできません（法律相談のみ事
前予約が必要です。
※犬猫同伴 ok ですが、リードの装着（犬）
やキャリーケース（猫）が必要です。
センターの記憶を辿るときはいつも︑

灰色一色で蘇った︒

このこたち

せっかく生まれてきたのに

﹁生きたい！﹂

ってこんなに叫んでるのに

こんなに人のこと愛してるのに

悪いことなんにもしてないのに

冷たいコンクリートの部屋に

収監されて

ドリームＢＯＸなんていうガス箱に

追いやられて ︒
…

でもそんな中で

﹁なんとかしなくちゃ！﹂

の気持ちが集まって︑動きだして︑

少しづつだったけどセンターは

変わり始めた︒

︵ふくおかどうぶつ相談室︶
︒

□家庭動物啓発センター

︵あにまるぽーと︶

□東部動物愛護管理センター

使命を背負うように︑改名もされた︒

まだ問題は山積みなものの︑

殺処分数はたしかに︑激減した︒

先日︑姪浜にある西のセンターを久し

ぶりに訪ねると︑恒例︻わんにゃんよ

かイベント︼のまっ最中だった︒

これからもまだまだ良くなっていく！

そう確信するような光景だった︒

オレンジ・水色・グリーン・ピンク …

灰色一色だった世界に

ちょっと︑彩りが加わった︒
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︿わんにゃんよかイベント﹀
や
︿犬猫よろず相談﹀
など︑
ぜひ足を運んでください︒

かつての福岡市動物管理センターは
今ここまで変わりました

家族を求める犬や猫たちが…

入り口で受付を担当するボランテ
ィアさんたちの表情も和やかです。

猫ちゃんが多いですね、やはり。

子供を産まされ続け
〝不要〟になった
ところを救済されたダックスちゃんで
す。一日も早く優しい家族に巡り会っ
て、
これまでの分を取り返すくらい、
幸せになって！

激減しました︒現在は十二匹で
す︒もちろんほとんどが老犬で
す︒そしてほとんどが病気を持って
います︒

Ａ Ｑ

この支援のいき
さつは？
普段でも雨雷のなりかたは地元と

初めての経験でした︒
シェルターを

は違います︒先日の雷の激 しさは

囲む高い木 々に雷が落 ちるので︑

スミコ様 3,000 円

地響きで事務所が揺れ︑それが１

ヤマモトアキコ様 3,000 円

アラキマリコ

時間位続きました︒
犬たちも︑どん

ニシヤマジュンコ様 2,000 円

マチナガヤチヨ様 3,000 円

なに怖かったかと ︒
…
今︑犬舎の回りの木にはアケビが

レオ様 1,000 円

チツワ様 10,000 円

紫色に熟して一杯なっています︒
鳥

レオ様 1,000 円

達には嬉しい餌になっています︒

マチナガヤチヨ様 3,000 円

ハヤシマユミ様 2,000 円

たくさんの犬を
保護していた方
が急逝されたことに
より︑たくさんの犬
たちが遺棄に近い状
況に置かれてしまい
ました︒ そこでガリ
ヤ読者の皆様に︑犬
たちの支援を呼びか
けました︒それが今
日に至ります︒

ヨヨシキカヨコ様 5,000 円

Ａ Ｑ

Ｑ

Ａ

シェルターはど
こにあるの？

ヨシキカヨコ様 5,000 円

筑紫野市の山の
中にあります︒
山の中ですから住所
も地 図 も︑ありませ
ん︒

お山のシェルターには現在何匹
いるんですか？

Ｑ

どうして山奥なんですか？もっ
と便利な場所があったのでは？

そうですね︑お世話してくださ
る方たちもここに通うだけで大
変です︒電気も水道もありませんし︑
嵐の日などは本当に命がけです︒
でもソバには綺麗な山水が流れてい
て︑それで洗い物をしたり掃除をし
たり ︒
…
でも思います︒こんな山奥だったか
らこそ犬たちは生きることを許され
たのです︒今だってスゴイですよ︑
吠え声が︵笑︶

Ａ

アラキマリコスミコ様 3,000 円 ヤマモトアキコ様 3,000 円

朝夕涼しくなってきたので姉妹犬と走り

写真上はゆめちゃん︵♀︶です︒

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462
●口座名／ガリヤアニマルファミリー／ナガサワ ユキコ

回っています︒

皆様ありがとうございました！
これからもどうかよろしく
お願いいたします。

写真右はでんすけちゃん︵♂︶です︒
十数年の付き合いですが体に触られるの

アラマキ様 フードとグッズ

を極端に嫌います︒
おやつは人の手から

ナカニシトモコ様 2,000 円

後があり食欲もなく病院へ連れて行きた

オオバリョウコ様 2,000 円

もらいます１ヶ月位前大量の血と吐いた

オオバリョウコ様 2,000 円

▲ゆめちゃん (♀) だよ
指導のもと︑尿を取ることになり２日が

イコール様 20,000 円

オザキルミ様 2,000 円

くてもそれを許してくれません︒
先生の

ナカニシトモコ様 2,000 円

イコ＝ル様 20,000 円

着いています︒

スギレイコ様 5,000 円

かりでやっと︒
結石でした︒
今は薬で落ち

ナナクマクマモン様 2,000 円

でんすけちゃん (♂)だよ▲

実はお山はちょっと財政難…
百頭近くもいて賑やかでしたが、十三年という歳月を経た今は十二匹…それでもフード代
（老齢犬用フード・療養フード）
・借地料・環境整備代などの経費は、減少するどころか増
加傾向にあります。
中でもいっそう大きく占めるようになったのが医療費です。
ところがお山の財政を支えてきた
〈ガリヤの発行〉
が一年間ほど止んでしまったうえ、復刊した
現在でも隔月発行です。
ご寄付額の半減はあたりまえです…。
実は最近、ボランティアさんの手出しが嵩んでいます。
山奥という危険の中で、遠方から通う
ガソリン代はもとより休憩時のお茶代さえ自腹でやってこられた方たちに、これ以上の無理は
させられません…どうか、
よろしくお願いいたします。
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Present

& Information

占いバヤール・ポアール・弥聞冥問占術

A

株式会社ライフテック

2017 年 開運鑑定券…10 名様

B

……５名様

博多明太子味
ビン55g

❶

❷

❸

あなたの 2017 年がどうかハッピーな年となりますように…
ガリヤでおなじみの鑑定士さんたちの
開運アドバイスをプレゼントいたします！
※[Ａ-1] のように、ご希望の先生の番号を明記のうえご応募ください。
※各先生の詳細については本誌 14p~15p をご参照ください。

マジカルスパイス ビン60g

香味麻辣味
ビン45g

仕事が忙しくて
「なかなか手の込んだ料理をつくれ
ない…でも美味しい料理を食べさせたい！」…マジ
カルスパイスは、
そんな主婦（博多在住）
たちの切な
る想いから誕生しました。
グラニュール（顆粒）状の
シベリア岩塩の他に数十種のスパイスが絶妙なバ
ランスで配合され、ほんの
〝ひと振り”で和・洋・中の
どんな料理も、達人の味わいへと高めてくれます。
こ
の万能さはまさにマジカル。
「簡単！便利！美味しい！」
と三拍子そろった、美食家たちのお役立ちアイテム
です。

マジカルスパイス公式サイト

【応募方法】25 ページ〈読者アンケート〉にご記入の上ご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます※お預かりした個人
● 〆切：1 月 20 日
情報につきましては投稿情報の確認、当選商品等の発送、弊社からのご案内に限って使用いたします。

▼

ワン・ニャン・ニン

犬猫たちにとっていちばん理想的な飼い主とは
…シニア世代（60 歳以上）の方たちです。

会員資格の一例
現在、犬または猫を飼っている方。

＝愛猫（犬）の将来がどうなるか心配で心配で仕方がない。

○仕事で家を空けっぱなしになりがちな世代とは違っ
て、犬や猫ときちんと向き合い、たくさんの時間を
いっしょに過ごしてあげられるからです。
○犬猫の飼育経験豊富な〝飼い主上級者” だからです。

現在は、飼うことを諦めている方。

＝飼いたいけど最後まで責任が持てないから飼えない。

会員義務の一例

飼育不能を認められた会員から、その愛犬（or 愛猫）
を譲り受け、分け隔てなく愛情を注ぎます。

○ボケ防止や健康増進になります。
○愛と生きがいに満ちた幸せな生活が
できます。

会員特典の一例

自分自身が飼育不能を認められた時点で、会員
である愛犬家（or 愛猫家）に、自分自身の愛犬
（or 愛猫）を安心して委ねることができます。

なんとなんと、良いコトだらけじゃないですか！

○〝最後まで責任を持って飼う” という〝飼い主鉄則” を
意に反し、外してしまいがちになることです。

核を成すのは〝信頼ある循環” です。

※元気なうちは、他の会員が遺した犬（or 猫）を引き
受けますが、いずれ自分にその時が訪れたら、愛す
猫）を信頼できる会員に委ねることができ
犬猫人の互助会を作ろう！というわけです。 る犬（or
ます。当互助会の核を成すのは、この〝循環” です。

実現までには色んなタイヘンがありそうですが、
意のあるところ道は拓ける！
関心のある方はガリヤ（長澤）まで。

24

FAX 092-751-3779
mail nagasawa@gariya.com

ガリヤ

郵送の方

ゆく年来る年号
FAXの方

郵送

FAX 092-751-3779

▲ページを切り取り郵送してください。 ▲ページを切り取りFAXしてください。

①ご希望のプレゼント

e-mail events@gariya.com

メールの方

▲番号順に書き込みメールしてください。

③年齢（ 20 代・30 代・40 代・50 代・60 代・70 代・80 代 ）

②氏名

※読者のご意見により離婚を追加いたしました。

④性別

男・女

⑤ 結婚（ 未・既・離 ）

⑥ 職業（

）

⑦住所
⑧コメントを採用させていただく時のペンネーム

⑬貴方の健康法（or 美容法）を教えてください。あ
るいは常識はずれな方法で「これが治っちゃった！」な
んていう体験をお持ちであれば、それも知りたいです。

⑨ガリヤをどこで入手しましたか？（複数回答可）

店頭・ポスティング・駅ラック・オフィスで登録・

知人から・ホテル・ほか (

）

⑩今号でおもしろかったページは？
⑪ガリヤで「こんな情報を紹介して欲しい」
キリトリ

と いうのがあればご記入ください。

⑫具体的な店鋪名 or 商品名等をご存知であればご記
入ください。
（複数回答可）
ありがとうございました！
自由テーマ（読者に伝えたいな…というようなことがあれば、何でもご記入ください。上記回答の続きも可）
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82円切手を

お手数ですが
お貼りください

810 0004

福岡市中央区渡辺通1-9-2
セントラルハイツ 207

DENTAL TEAM JAPAN

145,000円〜375,000円
157,500円〜1,050,000円

52,500円

誇れる症例数！即日インプラントもできる

インプラント 145,000
デンタル チーム ジャパン

円〜375,000

☎092-483-4618

〒8120011 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 30-15 ライオンズ博多 2F

組織力アップ、チーム増強

円〈税抜き〉 各種

※インプラント治療に
保険は適用されません。

1 0120-24-1818

092-472-5775

http://tahara.t-side.com/clinic/

づらい﹂
って言いんしゃっちゃん︒

瞼の凹みが強い人ほど﹁瞼が重うて開け

田原 ま︑ハッキリ言うて上瞼の凹みは

田原 あと唇があったね︒
唇は凹むわけ

田原 おっ︑若い頃言われとったら嬉し

凹んだり口元が凹んだり︒

G なんでですか？

ヒアルロン酸やと難しいよ︒

鼻の下が長ごう見えるごとなる︒

やないっちゃけど薄うなると︒
そしたら

だん凹凸ができて大人の顔になるとよ︒

田原のおじゃまクリニック
田原はリフト専門店

Ｇ 一石二鳥どころか︑
三鳥も四鳥も！

るんですよ︒

Ｇ シワシワの 皮 膚 が 骨 に 貼 り 付い た

田原 目はもともと水 分 が溜まりやす

かったろうね︒

田原 なんてね︒

感じになって⁝ガイコツみたいな？

いとこやろが︒
そこにヒアルロン酸やら

Ｇ ⁝老け役の大御所ですからね︒

Ｇ ﹁退職したら田原先生のところに直

かね︒
骨っぽくなるけんね︒

田 原 おっ ガ イ コツ 言 う た ら 判 り や す

注入したら寝起きの腫れ瞼がスゴイこと

てふっくらしてやるったい︒
ストッパー

田原 そうたい︒
目が凹んだりホッペが

行する﹂﹁私にも声かけて！﹂﹁顔より首の

になりやすいったい︒

のごとなるけん︑
長ごうは見えん︒

Ｇ 老け顔は凹凸にあり？

シワをどうにかしたい﹂
⁝とか︒

Ｇ そ れ って 究 極 の 老 け 顔 って 言 う か

Ｇ 怖ッ！

Ｇ 最近よく田原先生の話題で盛り上が

田原 うちはもう〝リフト専門店〟てい

⁝シワどころじゃないですよ︒

田原 ヒアルロン酸には水分ば集める性

唇がストッパー

う感じになっとうけんね︒

らい気になりだすったい︒
痩せこけてタ

田原 やけんシワ・タルミとおんなじく

Ｇ やだっ⁝﹁エイドリア〜ン﹂
って叫ん

質のあるけんね︒

だったのですか？

Ｇ 石川さとみの鼻下は短い⁝唇のせい

田原 なら上唇にヒアルロン酸ば注入し

Ｇ イヤです︒

田原 うん︑リピートも多かし︑あっちゃ

Ｇ リフト︑
そんなに多いんですか？

ルンどったら最悪やろう︒

えらい気にする人の多かけん︒

田原 そういうこと︒
あと手の甲の凹み︒

こっちゃから皆んなよう来てくれる︒

でるロッキーの目が⁝浮かんできた︒

Ｇ マジ最悪⁝何とかしてください︒

田原 やけん 凹んどっても 注入する

Ｇ あっちこっち？
田原 さっきの人は埼玉やったね︑けっ
こう関東が多いっちゃん︒
おかまさんあ
たりやと北海道からも来るし︒

田原 うん︑凹みば気にする人も増えて

Ｇ 凹み？

田原 シワもやけど凹みもたい︒

田 原 う んＯＫ︒ヒ ア ル ロ ン 酸 主 体 の

ＯＫ？

Ｇ 本 当 の 凹 み な ら ⁝ ヒ ア ルロン 酸 で

んね︒

きた凹み〟やなくて〝本当の凹み〟やけ

の出番たい︒
法令線のごと〝タルミでで

田原 やけん︑ここからがヒアルロン酸

込 ん ど う 脂 肪 を 本 来 の 位 置 に 戻 して や

むとが主因で起きるったい︒
やけん落ち

けんね︒
眼窩脂肪が目ん玉の奥に落ち込

田原 ベター︒
上瞼の凹み自体が特殊や

ると⁝やっぱ手術がベター？

Ｇ 瞼にヒアルロン酸が使いづらいとな

剖の知識が必要やもんね︒

加減が意外と難しいと︒
充分な経験と解

所によって水を集める量が違うけん注入

標持つとはよかばってん︑早いほうがい

田原 ならついでに言っとって︒
﹁先に目

たちにもしっかり伝えておきます！

Ｇ この〝凹み情報〟については︑仲間

田原 そう︒
あと胸⁝乳輪の上側が凹ん

ヒアルロン酸注入器︶
でしたよね︒

Ｇ インジェクター︵超極細針の特殊な

ワになっとったら凹んどうってこと︒

田原 凹むと︒
血管が浮き出してシワシ

きようけん︒

フィラー︵皮膚充填剤︶ば使うったい︒
お

るとよ︑
そしたら凹まんごとなる︒

いとぜ﹂って︒ 超えたら早いにこしたこ

Ｇ 手って︑
凹むんですか？

Ｇ そう言えば前号で﹁コメカミの凹み

デコの凹みやろ︑コメカミや鼻の凹みや

とですよね︒
それって﹁二重の手術に似て

Ｇ 要するに︑上瞼の若返り手術ってこ

言われるうちがよかと︒
﹁チョコっとでも

とないと︒
﹁いつまでも歳とらんね﹂って

必要はないと︒
それ以下の量で充分たい︒

ならヒアルロン酸⁝﹂
とか︑おっしゃって

ろ︑
ゴルゴラインや頬の凹みやろ︑
それに

る﹂
っておっしゃってませんでした？

全然違うし︑値段も思っとうより高こな

ヒアルロン酸注入は簡単なごたけど︑場

ましたよね︒

アゴの凹みとか⁝あと︑薄くシワシワに

田 原 似 と う け ど︑余った 皮 膚 ば 切 り

いよ﹂
て︒

Ｇ ⁝シワトリ
︵鳥︶
も︑
南を目指す︒

田原 コメカミだけやないと︑歳とって

なった耳たぶとか︒

取って︑ついでに挙筋も強くしてやるけ

瞼の凹みには
ヒアルロン酸は
ちょっと …

くると顔全体アチコチ凹んでくると︒

Ｇ 瞼の凹みが抜けてません？最近﹁野

ん目が開けやすうなるったい︒
何しろ上

へこ

Ｇ うそ︒

際陽子さんに似てますね﹂って言われて

編集人／長澤由起子

早いが勝ち

で垂れるやろ︒
これもフィラーでなおす︒

田原 うそなもんかい︒
あかちゃんって
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田原 俊逸
田原形成クリニック院長
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Dr.

シワ・タルミを気にされますが
凹み
（へこみ）
というのも
あるんですよ。
田原先生に直接聞いてみたいことって、
たくさんあるのではないでしょうか。
「質問のあるとなら、気軽に電話しんしゃい！」
との
先生からのメッセージです。

読者の皆様へ

読めば
元気に
なる！
！

︻杉 林 せいこのコラム ︼その

ヒトは生きている限り﹁役割﹂や﹁使命﹂
を持って人生を歩んでいます︒
昭和26年長崎県生まれ。アドバンス・クリエイトセンター代表
／インド食堂チチル＆シシリ副代表／社員教育・人財教育アドバ
イザー／エッセイスト。大手宝石販売会社専属インストラクタ
ー、精華女子短期大学講師、人財教育（創世記のハウステンボス
を始め、九州を拠点として官公庁、大・中小企業、各種団体など
の教育研修に携わる）などを経て現在、アドバンス・クリエイト
センター代表。47歳の時に16歳年下の夫と結婚。キャリアを活
かし講演・研修・執筆活動も展開中。TV・ラジオにも出演。

あるいは︑仕事の世界でも︑収入を得な

る感じないにかかわらず︑周囲に喜ばれる

世の中には︑
﹁役割﹂や﹁使命﹂を︑感ず

分増えてきたように感じます︒それは︑何

がら強い﹁使命感﹂持って動いておられる

○アメリカ人のＳさんは︑宇宙人とのコ

も上記のような特別な方のみではなく︑他

生き方をなさっている方が︑このように随

ンタクトをとることが出来︑地球人と

人︵ヒト︶様に言われたからやるのでもなく︑

方が身近にいます︒

のパイプ役になり︑世界の平和を目指
自ら

﹁やってみたい！﹂

﹁やりたい〜！﹂

しています︒現在はメディアに登場し

す︒合 間 に は︑音 楽 の ラ イ ブ で ヒ ト 様

﹁やらずにはおれない！﹂

たり︑出版活動などで大忙しのようで

を喜ばせいます︒

と︑ふつふつと中から湧き出でてきたこ

﹁やらなければならないからやっている﹂

とをやった結果でもあります︒

全てのお客様に癒しの食事と場所を提

あるいは﹁ヒトさまがやるから自分もやる﹂

無農薬野菜を奥様の手料理で振る舞い︑

○ある農家レストランを営むご夫妻は︑

に聞こえるかもしれませんが︑それは︑自

供し︑心からのもてなしをすることを

﹁使命！﹂と聞くと何だか大仰︵おおげさ︶

分の立ち位置で自らを最大限に活かし︑ヒ

のではなく︑
﹁自らのやりたいことをやる！﹂

てベストな時期があるようです︒焦ること

それに︑やりたい時期すら︑その方にとっ

生き方って素敵ですよね︒

ご夫婦の使命と思っておられます︒

人 生のアドバイスをしながらも︑いつ

なく︑ヒト様と比べることなく︑ただただ

○手相鑑定のМさんは︑手相でヒト様の

ト様の役に立ちながらヒト様に喜ばれるこ

あえて︑ヒト様の役に立とうとしゃにむ

かは自分のような仕事がなくなること

内なる自分と向き合い︑正直に前に向かう

つ ま り︑あ な た と い う○○さ ん が そ の 命 を

︿著 書﹀

選ばれる女性になるための か条
︵近代文藝社︶
めぐり合う人も日も自分では決められない
︵書肆侃侃房︶
早く気づけばそれだけ早く幸せがくる
︵書肆侃侃房︶
あなたが輝くビジネスマナー
︵創成社︶

●紀伊國屋書店 博多店

︿取扱い書店﹀

●丸善
︵株︶博多店

●TSUTAYA 中洲ゲイツ店

●福岡金文堂 本店
︵新天町︶

●クエスト 薬院店
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とだと思います︒

に思っていなくても︑やりたいと思うこと

を︑と思いながら日々動いています︒

を願いつつ 人
…の心に灯︵ともしび︶

ことが最も肝要だと思います︒

を 前 向 き に に ワ ク ワ ク 感 で や っ て い る と︑
不思議なことにそれが結果として 意
, 外にヒ

ずれもヒト様の喜びのお顔を観るのが大好

ト様の役に立っているものです︒

きなようで︑動きの中でのサービス精神も

これらの方々は︑ほんの一部ですが︑い
私の知る中で次のような方がおられます︒

﹁使命﹂とは︑
﹁命を使う！﹂と書きます︒

○広い庭で好きな花作りをしているご近

何かが必ず出てくる時があるはずなのです︒

全 う す る ま で に 課 せ ら れ た﹁や り た い！﹂
皆さん︑これまた日々異口同音に﹁自分

セミナー﹄を開催致します︒
1Day

せ︑善 循 環 を 取 り 戻 す た め の﹃輝 き ア ッ

普段 の何気 ないあ なたの 輝きを アップ さ

★ガリヤ愛読者の皆様へ★

***********************************

て頂きたいと想います︒

感を保ちながら︑毎日を思いのままに動い

その時を待ち望み︑ワクワク︑ドキドキ

ヒトを喜ばせると︑ヒト様は自然と近づ

いること︒

ることは︑自ずと周りにヒトが寄ってきて

それに︑そのような方々に共通して言え

とお話ししています︒

が や り た い か ら︑楽 し ん で や っ て い る！﹂

旺盛です︒

所の奥様は︑季節の花をヒト様に分け
てさしあげることでとても喜ばれてい
ます︒
○定年退職をしたある男性は近所の草む
しりや︑夏場は近所の見回りをして喜
ばれています︒

研究し続けているある男性は︑遠隔か

いて行きたくなるものです︒

プ

メール or 電話にてお申込ください！

ブログも
お楽しみ
ください!

○昼は勤めながら︑ヒトの身体の治療を

らヒト様の体のケアをし続け︑喜ばれ
ています︒

http://toshiue16kodakusan.blog87.fc2.com/

所：インド食堂チチル＆シシリ
福岡市中央区六本松 2-2-8(1F)
■定 員：5 名（※定員になり次第締め切らせて頂きます）
■参加費：5,000 円（美味しくてヘルシーなお食事込み）
■申 込：※インド食堂チチル＆シシリ〈イベント担当〉宛

■場

45

E-mail india̲shokudo@chichiru-and-siciri.com
電 話 092-717-1447

著 者ブログ ／『 年 上 女 房 の 子 だくさん』

本セミナーは「湧けばプラス。プラスであれば人・物・金が寄って来る」という
著者流の視点に基づき、現状のあなた自身と向き合うところから、善循環へのポ
イントを見出していきます。詳しくは著者ブログにて。

1/22（日）・2/26（日）・3/12（日）・3/26（日）17:00〜19:30

2017

使命とは命を使うと書きますが …

■著者プロフィール■ 杉林せいこ

〈女性限定〉

杉林せい子の
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ヒトを喜ばせるなかで出会える
﹁役割！﹂
﹁使命！﹂

ちょっと一息・COCOROおしゃれ“Café”

