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この美容サロンって…
まるで神社の

なか尾・第８八千代丸・中国大明火鍋城・シトラス

パワースポット!

アニマルファミリー
近所の犬のおばちゃん

日々犬々
ちびちゃんの帰省

シェルター情報

めんたいフランス
歩き食べ
やまや太宰府店が新名所に！
CLOSE UP HUMAN

どんなところでも

ブロードウェイ
女優 玄 海 椿

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
アメリカがダメなら
日本があるワンッ！

原因と対応を
知りましょう！
■プレゼント

仲間 シニア世代と
募集 犬・猫を結ぶ

相 互 扶助
ネットワークづくり

■斬新さと気遣いに満ちた斎場 動愛園
■アスリートのカラダ作りレシピが

なんとシニアにお役立ち！

月エネルギーが示す

開運月暦
プレゼントも！

撤下神饌
ともえクリスタルクレンジング
アスリートシェフの

チキンブレストレシピ

振るだけで、
あなたもなれる料理の達人！

マジカルスパイス

人気エッセイ

物語の行方
おもしろ歴史講座 …福岡藩が新政府に人材を送り込めなかったのは…一坂太郎
cocoroおしゃれCafe …使命とは命を使うと書きますが… 杉林せいこ
平戸の片隅で …譲り受けたヤギは妊娠していた…… 松瀬てつ代
おもしろ法律相談 …そろそろ引越シーズンですね…… 丸田幸一
お悩み解決！伝言レシピ…傷ついている場合ではないのです… Cozue
家計の断捨離 …外貨預金・ドルコスト平均法…… 久米カヲル
…あんなに幸せそうなリリィを見たのは… 下田逸郎

03 めんたいフランス歩き食べ やまや太宰府店が新名所に！
04 早春の宴・特撰店 なか尾・中国大明火鍋城・シトラス・第８八千代丸
07 物語の行方 海もひとり 空もひとり 私もひとり 下田逸郎
08 CLOSE UP HUMAN 女優 玄海椿 どんなところでもブロードウエイ！
09 家計の断捨離 デザートと貯蓄は別腹！ 久米カヲル
10
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13
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まるで神社境内のパワースポット Hamiel・Ａi
猫エッセイ
長澤由起子
設立仲間募集！犬・猫・人互助会
■人にも動物にも優しい斎場
日々犬々
土生亜紀子
シェルター情報

動愛園

アメリカより 家族に迎えてくださる日本の方を探しています
16 平戸の片隅で 松瀬てつ代 ヤギを飼う人
17 おもしろ法律相談 引越時の明け渡しトラブル 丸田幸一
18 おもしろ歴史講座 福岡幕末維新散歩（２） 一坂太郎

■信頼の鑑定士
19 開運月暦 運について
20 お悩み解決伝言レシピ 失敗しようのないニューヨークチーズケーキ 坂井梢
21 ちょっとひと息 ヒトを喜ばせるなかで出会える役割！使命！ 杉林せいこ
22
24
25
26
27

読者メッセージ 私の㊙美容・健康法教えます
プレゼント シニア世代を救う鶏むね肉料理のレシピ本
アンケート
応募用封筒
インプラント情報

28

Dr. 田原のおじゃまクリニック

諦めていたヘタ字徹底改善 !

原因と対策を知りましょう！

ガリヤ戦記

〈読み方〉
① 「ガリヤ」
②トップページの
で検索して
⇦この絵を
⇦
ホームページをまず
クリックしたら
開いてください。
読めます。
注：
「ガリヤ戦記」
での検索は×

●はじまりの章
●初陣の章
●泰平期の章
●動乱期の章
●内乱の章
●終戦の章

ガリヤ

スマホでも
読めますよ

ガリヤはなぜ誕生したのか…？
ガリヤはなぜ終焉を迎えたのか…？
(旧）
ガリヤの誕生、
そして復活までの
アレやコレやを綴ったものです。
おヒマな折にでも
（無料ですし）
お読み頂ければ
とても、嬉しいです…長澤

無料

笑って呆れて怒って泣ける

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

２

歩き食べ

やまや

で

ぶ〜む

太宰府店が新名所に！

﹁どうして東京なの？﹂ …
博多人
としてはちょっと悔しい銀座の店
〝ヤマヤキッチンロット〟︒やま
やの明太子をふんだんに取入れた
パスタやピザで人気を集める︑と
てもお洒落なお店です︒
ロットではなんと添え物であるは
ずのバケット ︵ with特製めん た
いクリーム︶までが人気炸裂！
そこで﹁ この 美 味し さを博 多 でも﹂
と︑このたびウレシイ〝 逆上陸〟
というコトになりました︒
以来︑やまや太宰府店のめんたい
フランスコーナー前は行列を成し
〝めんたいフランスの歩き食べ 〟

やまやのチューブたち 各 100g 価格 648 円（税込 )

はもはや BOOM
に︒太 宰 府 にま
た﹁新名所誕生！﹂ですね︒

やまや太宰府店

激ウマ〝めん たいフランス〟が簡単に自宅で作れる
うれしい〝チューブシリーズ〟のご紹介︒
〝めんた いフランスの 自宅食 べ 〟
は〝やまやの博多のパンシリーズ〟
が応援します ︒ごはんにぴったり
なチューブ︵ 博多のごはん／２種︶

やまやの食卓

とパ ンにぴったりなチューブ︵ 博

太宰府駅

通販もＯＫ！

▲めんたいフランス

博 多 の 味

多のパン ／３種 ︶の ２シリーズ中

東京都港区新橋１丁目４-５
ヒューリック G10 ビル１F
03-3569-0880

はちみつ
チーズ
めんたい▼

太宰府天満宮

西日本
シティ
銀行●

太宰府天満宮参道

☝

〝めんたいフランス〟は勿論パン︒

太宰府市太宰府 3-1-1

☎092-918-5085

バケットに ジュル ジュル ジュル …

JR 山手線新橋駅から直ぐ。

そしてオーブンでチン …
自宅めん
たいフランス︑出来上がり！

どこか博多の屋台を思わせる
ような、やまやならではの味
わいと心がこもる温かなお店
です 。上京の折には是非お立
ち寄りください。

クリーム
チーズ
めんたい▼

やまや●

ー
ー
ー

B
O
O
M
誕生はなんと東京銀座の
Yamaya Kitchen LʼOTTO

早春の宴 特撰店

探してでも行きたい

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 … … 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。

に直進し︑スグ右です︒

春吉 橋 手 前 を左折して 道 な り

から徒歩５分程︒国体道路なら

︻アクセス︼中洲川端駅︵地下鉄︶

まで︑見事に絶品鍋揃いです︒

︻鍋︼
︒
︻アラ鍋︼から︻もつ鍋︼

です が ︑こ の 季節はや っぱ り

おすすめは︻おまかせコース ︼

たちの心意気です︒

井手上料理長率いる熟練料理人

味しさを引き出して魅せるのは︑

届きます︒そこから最大限の美

ぐりの旬の食材が九州各地から

︻料理︼調理場には連日︑選りす

応しています︒

二名 から六十 名までの宴会に対

点の配慮がなされています︒

過ごしいただけるよう寛ぎ感満

るのが辛い ﹂方にも心 地良くお

席は全てテーブルと椅子 ︒
﹁座

︻部屋︼個室は全て畳の和室︑お

軽にご利用いただけます︒

もちろん︑歓送迎会などにも気

気の店︒慶弔・ビジネス接待は

遠方からの客のもてなしにも人

の味わいを代表する店として︑

わゆる大人の隠れ家です︒博多

ホスピタリティを漂わせる ︑い

︻雰囲気︼賑わいの中にも上質な

なか尾

至天神

西中洲大通り

かに通●

那珂川

国体道路

西中洲

暖簾をくぐると
﹁いらっしゃいませ！﹂
の声が迎えてくれます︒

カウンター席も人気です︒
料理のコツをコッソリ訊い
たり気さくな中尾オーナー
と談笑したり ︒
…

中洲

なか尾

福岡市中央区西中洲3-2
営：平日 17:00〜24:00(lo23:30)
休：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）
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「ガリヤを見た」でスパークリングワイン１杯プレゼント！

ガリヤ特典

DRINK

●豊富な銘柄の日本酒を
お楽しみになれます。
●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。

☎092-732-3142

美味さと居心地の良さに魅せられた
大人たちの隠れ家︑西中洲にあり

個室は全て畳敷きの和室です。心地
の良いテーブル席になっています。

パスタも充実！

＋野菜盛合わせ
900 円（税別）

本格四川料理で堪能させる
激辛火鍋なら百道です！

するとこんな感じに！

▼２階座敷個室５〜70 名様

▼１階ホールテーブル席

お一人様にも楽しめる

ミニ重慶火鍋

1,430 円（税別）

⇨天神

●西新駅

地下鉄空港線

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︒

…すみません、チカラいっぱいの値段設定のため…。

中国大明火鍋城

百道

■中国大明火鍋城

●藤崎駅

︻料理︼
辛い料理ほど 美味しいの

は四川料理の醍醐味︒中でもこ

辛スープとあっさり味の二色ス

のシーズンのおすすめは重慶鴛
鴦 火鍋スープ︒深い味わいの激

ガリヤ特典

ープを︑お好みの具材を加えて

お楽しみください︒

︻アクセス︼地下鉄のご利用が便
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福岡市早良区百道 1-5-1
営 /11:30〜14:00 18:00〜22:30
土日祝 11:30〜15:00 17:30〜22:30
休 / 無休
席 /160 席（和室・洋室・ホール）

利 ︒藤崎駅
︵３番出口 ︶
を降りる

ボトルワイン
（赤or白）
1本プレゼント
！期限：〜3月末日まで

▼２階テーブル個室席８〜24 名様

と︑
徒歩一分です︒

︻雰囲気︼オーナーシェフ夫妻が

営むお店です︒アットホームな

サービスで寛がせます︒

ルな内装︑高い天井と大きな窓︒

︻部屋︼白を基調としたシンプ

居心地良い空間です︒

︻料理︼無農 薬・低 農 薬・新 鮮

さを食材の基本に置く本格イタ

リアンを︑リーズナブルに楽し

ませます︒デザートの美味しさ

がこれまたハンパなく︑満腹状

態にあっても別腹気分に …
食べ過ぎにはご用心ください︒

から徒歩３分︒

︻アクセス︼地下鉄渡辺通り駅

ガリヤ特典「ガリヤを見た」で4名様以上のお席ご予約の方は

120 分

⇦姪浜

シトラス
●
東映
ホテル

コース５名様以上

飲み放題＋1,500 円

早良●
区役所

●
電気ビル

サニー
●
日赤通り 大橋→

シトラス

←天神

住吉通り

ニューオータニ
地下鉄渡辺通 ●

お好きな具材を、アラカルトでお
楽しみいただくための火鍋用二色
スープです。（具材は含みません）

☎092-846-2116

高砂

☎092-406-8056

＋海鮮・肉類盛合わせ
1,900 円（税別）

探してでも行きたい

・自家製フォカッチャ
・前菜盛り合わせ
・本日のお魚料理
・本日のお肉料理
・デザート盛り
・コーヒー or 紅茶

重慶鴛鴦火鍋スープ
２〜４人前 1,240 円（税別）

早春の宴特撰店

美味しい本格イタリアンとデザートを
リーズナブルに楽しませるお店︑高砂にあります︒

※ご予算に応じてご用意いたします。ご相談ください。

福岡市中央区高砂 1-2-10
多賀ビル 1F
営/11：30〜15：00
（LO.14:00）
18：00〜23：00
（LO.22:00）
休 / 火曜日
席 /28 席

探してでも行きたい

早春の宴特撰店

飲み放題付コースお一人様 4,000 円〜（税込）

探してでも行きたい

早春の宴 特撰店

魚介料理で堪能させる
呉服町の人気店

▲第8八千代丸おまかせコースお一人様3,500円
（税込 ４名様〜）
1年中
小鉢・ヒラメ活造り・おまかせ刺身・おまかせ刺身・おまかせ１品・おまかせ１品
鶏唐揚げ・おにぎり・後造り味噌汁※４名様よりグループ全員でお願いしております。

トラフグコースお一人様5,500円
（税込 ４名様〜）
11月〜2月末まで
小鉢・とらふぐ刺２枚・トラフグアラ唐揚げ・トラフグチリ鍋・雑炊

玄界灘活造りコースお一人様5,500円
（税込 ４名様〜）
３月〜10月末まで

呉服町

小鉢・白身魚造り・青味魚造り・イカ活造り・貝類刺し・海老類刺し・
おまかせ１品・おまかせ１品・肉料理・後造り・おにぎり・後造り味噌汁
※天候により仕入れが異なりますので内容が変わる事もございます。

●コース＋500円でイカ活造りが付きます。
※イカが入荷しない場合は他のお刺身になります。

●コース＋1,500円で飲放題
※お席が２時間となります。

テーブル個室も人気です。

※コースご予約又、人数の変更は
前日までにお願いします。

☎092-262-1136
昭和通り

大博通り

明治通り

地下鉄呉服町駅

■第８八千代丸

活気に満ちています︒会社帰り

︻雰囲気︼
捕れたての魚のように

のサラリーマンには特に人気︒

常連さんが多いというのもうな

ずけます︒

あり︑
大切な方のおもてなしやビ

ス六十二名︶まで対応する個室が

ジネス接待︑
そしてこれからの季

節には歓送迎会など︑
様々な目的

ー席もあり︑
会社帰りにフラリ立

に利用できます︒
気軽なカウンタ
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︻部屋︼
少人数から大人数︵マック

宴会は最大 62 名まで大丈夫です。

ち寄るのもシャレています︒

カ・活サバ・ごまサバ・カワハギ・

の自慢の一つです︒
生け簀には活イ

赤うに・あらかぶ・トラフグ・アナ

アワビ・伊勢えび・車えび・さざえ・

ゴ・牡蠣・オコゼ・ヒラメ・アンコウ・

季節に応じ
ノドグロ・キンメ と
…︑
た旬の魚介がズラリお目見え︒

…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。

︻料理︼
魚介の種類の豊富さも︑
店

至博多駅

刺身・焼き・フライ・煮付け・鍋 …
好みの調理法で︑
リーズナブルに

お召し上がりいただけます︒

で降りてください︒
徒歩一分の所

にあるます︒
大博通りを海の方向

に歩いて二つ目の角を右折して

スグです︒

ガリヤ特典

︻アクセス︼地下鉄なら呉服町駅

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：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

第８

※コース＋の企画は全て４名様以上グループ
全員でのご注文とさせて頂きます。

０回目︶から戻ってきてから︑リリィ

.１ １
VOL

が逝ったと聞いた︒すぐ寺本さんに電

︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼ ものが た りのゆ くえ

が全身にまわって年内︵２０１６年︶

﹁もう長くないらしいんだよな︑肺ガン
話した︒
を見たのは︑はじめてだったよ﹂

﹁いや︑あんなにしあわせそうなリリィ

らしい﹂
もう５０年近いつきあいになる寺本
さんがボソッと言った︒電話の声は低
く重い︒

﹁よろしく言っといてね﹂

る︶その奥さんの見舞いに︑時おり涙

︵ 生まれたばかりの頃会ったことがあ

寺本さんや女房のチエ︑リリィの息子

リリィは鴨川の海が見える病院で︑

とは言ったものの︑どうぞよろしくと

下田逸郎

らしい︒何ヶ月かのガン治療で頭髪は

を見せながらも笑顔で語りかけていた

言えるのだろうかと思った︒
毎年１度ライヴをやっている金沢︵２

よく聞き取れなかったけれど︑その顔

なく︑酸素吸入器を時々外しながらで︑

て言われていじめられたらしいからな﹂

はやされてるけど︑当時はアイノコっ

寺本さんにもメッセージを残していた︒

リリィは死期を悟っていたようで︑

リリィが最初につくった唄が︑
﹇海もひ

に︑新宿でフーテン暮らしをはじめた

さんによると︑ハキダメのツルみたい

お母さんもお兄さんも亡くし︑寺本

はしあわせそうだったと言う︒

りがとう﹄っていうんだよ﹂

とり 空もひとり 私もひとり﹈だっ

たとは︒

私はやっとそれだけ言えた︒

﹁見事なもんだね﹂

寺本さんのプロデュースしたヴォー

カリストたち︑浅川マキ︑桑名正博︑

しまった︒

リリィと︑つづけてあっち側に往って
私は日本脱出を考えていて︑ファース

﹁おまえだけは生きてろよ﹂

また沈黙が来て︑私が付け加えた︒

トアルバムの製作中だった︒
﹇遺言歌 ﹈
中の﹇ひとりひとり﹈という唄をリリィ

﹁わかんないか﹂

﹁寺本さんはオレが見送ってやるよ﹂
︵当時はレーニアと呼ばせていた︶でレ

もうすぐ７０歳の私が言う︒

た︒そのアルバムに﹇誰にも知られず

彼の１７回忌のライヴで唄った唄だっ

た︒
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﹁おまえと話せてよかったよ﹂

う︒

もうすぐ８０歳のプロデューサーも言

﹁わかんないよ﹂

に消えるしかないさ﹈という唄があり︑
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﹁﹃福岡の墓には入りたくない︒鴨川
の海に散骨してくれ﹄って息子に言っ
たらしいよ︒今でこそハーフってもて
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とっても気持いい

またひとりになれる

星空に昇って

白い霧に抱かれ

紅い花が散って

そのあとに﹇蘇生歌﹈というスペリオ

の演出家︑東由多加の詩で︑少し前の

いみじくも︑東京キッドブラザース

コーディングした︒

というタイトルは決まっていて︑その

デビュー前のリリィと会ったころ︑

というものだった︒

﹁海もひとり︑空もひとり︑私もひとり﹂
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リリィが１７歳でつくった唄を聞い

しばらく沈黙︒私の胸もつまる︒

﹁それがさあ︑
﹃私を見つけてくれてあ

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。
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﹁来週︑鴨川の病院に行ってくるわ﹂

海もひとり
空もひとり
私もひとり

実話にもとずいたストーリー。家族を津波で失い、独りトタン 板の
上で漂流する母親を熱演。写真は「子供のためならえ〜んやこら」
「と
おちゃんのためなら…」と濁流の中を漂流するシーン。

ひとり芝居
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

HUMAN

▲ひとり芝居 ［君よがれきの華となれ］

玄海 椿

金融機関歴２０年︒
実戦経験豊富な
現場ＦＰ︒
その信条は …
ファイナンシャルプランナー

﹁もうお腹いっぱい ﹂
でも
…
美味しそうなデザートを目の前にすると
お腹がすーって︑
空きませんか？
実は貯蓄も同じなんです！
︵笑︶

久米カヲル

生活に根付いた
アドバイス！

﹁出費が多くてもう家計に余裕はない﹂と言
ってる人でも︑魅力的な貯蓄や運用のプラン
となると毎月の家計から予算が出てきたりし
ます︒
やっぱり基本︑貯蓄は好きなんですね︒
例えば外食や︑飲み代︑何に消えたかわからな
い使途不明金などを見直して︑毎月の家計か
ら予算１万円を捻出して投資にまわしてみ
ましょう
これを﹁ドルコスト平均法﹂を用いた外貨預
金で運用していきます︒

で前座︒本当に面白いのはココからだった︒
〝一人芝居 〟 言い変えれば︑共に演じ
…
る仲間が居ないこと ト
…ニモカクニモ〝本
番〟の幕は上がった︒

演じる場所さえあれば
公民館・神社の境内・宴席・狭いイベント
会場のスペース・エトセトラ 演
…じる場所

さえあれば︑

る︒大学進学︵西南女学院短期大学保育科︶
うになり︑
〝一人芝居〟はやがて娘との〝二

なりゆき音響・照明は子供たちが手伝うよ

子連れで臆することなく出かけていった︒

﹁どんなところもブロードウエイです﹂

で故郷の中津市︵大分︶を離れ︑テアトル
人芝居〟になった︒

玄海椿の演劇歴は︑高校時代の部活に始ま

ハカタ︵博多の地元劇団︶入団が二十歳の
もちまえのガムシャラさで︑看板女優にな
愛咲さんは︑十六歳で上京するまでの８年

ちなみに︑現在劇団四季で活躍する長女の

時だ︒
るまでに︑そう時間はかからなかった︒

ファンであった平田裕次郎氏︵ 一
※般企業
を退職した現在︑マネージャー兼裏方さん︶

三十路を迎えるころ︑そんな彼女の熱烈な

リ受賞など︑早くもその実力は高く評価さ

ミュージカル歌唱コンテストではグランプ

で主演した女優さんだが︵平田愛咲︶
︑国際

たとも︒

間で︑なんと８００回の母娘公演を果たし

とめでたくゴールイン︒もちろん︑芝居を
れている︒

昨年の〝美女と野獣〟福岡公演ではベル役

続けることが前提だった︒

芝居は勇気や力を
与える方法！

ところがポロポロと生まれる子供たち︵三
ンさときたら想定外！

と︑軽く余裕を見せるのもムベナルカナだ

﹁いいや︑ま〜だまだ！﹂
ろう︒なにしろ二十作にものぼるオリジナ

﹁両立が こ
…っこんなに 難
…しかったなん

人︶の育児や家事に追われる日々のタイヘ

て ﹂
…
つまり〝９時〜６時勤務〟に悲鳴を上げる

そこで一計︒

ル演目は︑歴史の表舞台に登場しない女た

﹁娘から抜かれた？﹂

ママ社員みたいなもんである︒
﹁〝ひとり芝居〟なら演じられる！﹂

ちの優しさ︑逞しさ︑怖さを描いたもので︑

すか？

椿さん︑お忙しいとは思いますが

中でも﹁君よがれきの華となれ﹂は彼女の

シナリオから演出全てが玄海椿︒

悩みに悩んでの退団だった︒
しかし玄海椿の人生劇場︑ココ迄はあくま

演劇人生におけ る エポックと な っ た一作
だ︒
東北震災で家族を津波で失った母親の実話
を原材にした〝一人芝居〟だが︑これを演
じることで︑演劇の持つチカラの凄さに目
覚めてしまった︒
が︑この作品により〝観る人々にメッセー

それ迄は〝演じるだけでよかった〝 芝居 〟
ジを送り勇気やチカラを与える方法〟へと
昇華したのだ︒
舞台は被災地を含め︑現在までに全国で３
００回の公演を果たしている︒
それにしても︑女優業のかたわら演出家と
して様々な舞台を創り上げたり︑演劇を目
指すアッチコッチの子供や若者たちの育成
に夢中になったり︑エトセトラ・エトセト
ラ ︒
…

円だと
万円と決めていれば︑仮に一ドル＝ 90
ドルも買えるし︑一ドル＝ 120
円だと 83
111
ドルしか買えません︒

最後に一つだけ お尋ねしていいで
貴女のそのエネルギーっていったい︑どこ
から来てるんですか？
十五歳で描いた夢 ま
…だまだ叶っ
ていませんが︑逆風の中︑ひたす
らに夢を追い求めています︒
まさに夢の途中︑苦しくも辛くもあります
が︑それ以上に本番で受ける感動は言葉で
は言い表せません︒お客様に感動を与える
はずの私が︑
お客様により生きる力をもらっ
ています︒

芝居屋企画
福岡市東区多々良 2-21-31
・ FAX 092-672-6380
TEL
携帯 080-6451-9489
︵平田裕次郎︶
shibaiyakikaku@gmail.home.ne.jp

ルールを守ればリスクも味方
投資の格言に﹁一つの篭に卵を盛るな！﹂とあ
①時 間の分 散＝ドルコスト平 均 法を活 用し

るように︑
大事なのは分散投資です︒
長期運用︒
②投資先の分散＝国内・海外の商品︒

つまりドルが安い時 円高 に
(
) は沢山買えて︑
円
(安 に
) は自動的に買い控え

ドルが高い時

③投 資 商 品の分 散＝株 式・債 券・保 険・預

外貨預金だけではなく︑同じ様にドルコス

相談してみるのもよいでしょう︒

あり︑かつ自己責任です︒
始める前に専門家と

内の預貯金とは違い︑元本割れするリスクが

最後に︑
これらの投資は︑元本を保証する国

味方になります︒

この三つのルールを守ればリスクも頼もしい

金など︒

ができるのです︒
この方法はドルを毎月 100
ドルずつ買っていく方法より︑コストが低くて
このような買い方を長期的にやっていけば︑

済みます︒

ト平均法を使って︑
株や債券などをミックスし

自然にお金が貯まります︒
ドルコスト平均法とは︑資金を均等額ずつ

た投資信託や変額保険を利用するのもいいと
思います︒

定期的に継続して投資する手法です︒
長期投

円とした
例えば為替レートを一ドル＝ 100

場合に使われます︒

資でリスクを減らし︑安定した収益を得たい

ドルコスト平均法にチャレンジ！

ドルです︒
為替は毎日細かく
ら︑
一万円で 100
変動していきますが︑毎月投資する予算を一

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◀椿さん演出による
最近上演された
ミュージカルや芝居

一人芝居への道

彼女の一番の魅力︑そして︑強みはたぶん
スポットライトを浴びるよりも大事なものがあることに
女優でありながら気付いていること︑だろうか ︒
…

女優・芝居屋企画主宰・劇団ひ
まわり講師・第一薬科大学附属
高校芸能コース演劇講師など各
地で演劇指導に携わる。
1959 年生まれ。大分県中津市
出身。福岡在住。
地元劇団テアトルハカタで野尻
敏彦（故人）に師事。
TV・ラジオ・出演の他、声優、
演出家として幅広く活動。
1996 年、玄海竜二氏と出会い和
の道へ。
2000 年独立。一人芝居をもっ
て全国巡業開始 (1,400 回突破）
幼い頃から育ててきた
熊本の教え子たちとの
集合写真▼
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まさに夢の途中︑苦しくも辛くもあります
が︑それ以上に本番で受ける感動は言葉で
は言い表せません︒お客様に感動を与える
はずの私が︑
お客様により生きる力をもらっ
ています︒

芝居屋企画
福岡市東区多々良 2-21-31
・ FAX 092-672-6380
TEL
携帯 080-6451-9489
︵平田裕次郎︶
shibaiyakikaku@gmail.home.ne.jp

ルールを守ればリスクも味方
投資の格言に﹁一つの篭に卵を盛るな！﹂とあ
①時 間の分 散＝ドルコスト平 均 法を活 用し

るように︑
大事なのは分散投資です︒
長期運用︒
②投資先の分散＝国内・海外の商品︒

つまりドルが安い時 円高 に
(
) は沢山買えて︑
円
(安 に
) は自動的に買い控え

ドルが高い時

③投 資 商 品の分 散＝株 式・債 券・保 険・預

外貨預金だけではなく︑同じ様にドルコス

相談してみるのもよいでしょう︒

あり︑かつ自己責任です︒
始める前に専門家と

内の預貯金とは違い︑元本割れするリスクが

最後に︑
これらの投資は︑元本を保証する国

味方になります︒

この三つのルールを守ればリスクも頼もしい

金など︒

ができるのです︒
この方法はドルを毎月 100
ドルずつ買っていく方法より︑コストが低くて
このような買い方を長期的にやっていけば︑

済みます︒

ト平均法を使って︑
株や債券などをミックスし

自然にお金が貯まります︒
ドルコスト平均法とは︑資金を均等額ずつ

た投資信託や変額保険を利用するのもいいと
思います︒

定期的に継続して投資する手法です︒
長期投

円とした
例えば為替レートを一ドル＝ 100

場合に使われます︒

資でリスクを減らし︑安定した収益を得たい

ドルコスト平均法にチャレンジ！

ドルです︒
為替は毎日細かく
ら︑
一万円で 100
変動していきますが︑毎月投資する予算を一

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◀椿さん演出による
最近上演された
ミュージカルや芝居

一人芝居への道

彼女の一番の魅力︑そして︑強みはたぶん
スポットライトを浴びるよりも大事なものがあることに
女優でありながら気付いていること︑だろうか ︒
…

女優・芝居屋企画主宰・劇団ひ
まわり講師・第一薬科大学附属
高校芸能コース演劇講師など各
地で演劇指導に携わる。
1959 年生まれ。大分県中津市
出身。福岡在住。
地元劇団テアトルハカタで野尻
敏彦（故人）に師事。
TV・ラジオ・出演の他、声優、
演出家として幅広く活動。
1996 年、玄海竜二氏と出会い和
の道へ。
2000 年独立。一人芝居をもっ
て全国巡業開始 (1,400 回突破）
幼い頃から育ててきた
熊本の教え子たちとの
集合写真▼
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▲ひとり芝居 ［君よがれきの華となれ］
ひとり芝居
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
▼ひとり芝居［皿山炎上］

CLOSE UP
◀ひとり芝居
［源氏物語］

﹁うさん臭いんじゃない？﹂とか思われそうですけど …
血流・リンパ流だけじゃ足りず︑チャクラの流れや運気まで
整えよう︑というサロンなんです︒

岩塩ランプ

ます︒自分自身が気持ち良くなれる
空間で仕事したくて︑自然にこんな
サロンになってしまったんです︒

血流・リンパ …
その前にチャクラ
野田 通常のマッサージではリンパ
と血液の流れを良くすることは知ら
れていますが︑私はそこにもう一つ
〝チャクラ︵サンスクリット語で〝
車輪〟の意︒生命・肉体・精神を司

神社とかお参りするとかは大好きで

まったく関係ありません︒私自身︑

ですよね︵笑︶でもご安心ください︑

の宗教？﹂って怪しまれるのがオチ

よね︒
﹁浄化﹂なんて言うと﹁どこか

りする方も多いですし︒

しょ？大病されて感覚が鋭くなった

か ︑実際 たくさん いらっし ゃる で

んです︒生まれつき霊が見える人と

んですよ︑塞いでしまってるだけな

Ｇ ヨガの世界ですね︒

チャクラなんです︒

実は私が一番大事にしている流れが

の流れ〟というものを加えています︒

インドでは〝プラーナ〟の出入り口︶

るエネルギー︒中国では〝気〟古代

Ｇ たいへん個性的なサロンなので︑

クラなんですよ︒その流れを良くす

びっくりしています︒

野田 多いですね︒もちろん施術し
ることで〝気の流れ〟のほうも圧倒

野田 目に見えないので﹁チャクラっ

ながらですよ︒時間が勿体ないので
的に良くなるんです︒

て何？﹂って感じですが︑基本はチャ

と思います︒
カウンセリングしながら足湯をして

Ｇ ひょっとして美容健康の相談よ

Ｇ その理由は？
頂いてますが︑
もうその時点から﹁聞

り人生相談の方が多いとか？

スタート時はまつげ専門だったんで
野田 皆さん︑様々な不調を抱えて
いて！﹂って︑話し出す方がほとん

すけど無宗教なんです︒でも︑単な

すよ︒それから徐々にボディに手を
お越しになりますが︑状態が良くな

野田 変わってますでしょ︵笑︶サ

広げておりましたら︑三年目に過労
られるのが︑やはり早いんです︒そ

ロンを開いて十二年になりますが︑

で倒れてしまいまして そ
…れをきっ
かけにレイキヒーリング︵手当て療
どです︵笑︶うちは看護師さんとか
学校の先生とかのお客様が多いんで
野田 それだけではありません︒普

Ｇ ハンドパワーで？

施術に使用するのは
なんと 水
…？

れがヤリガイになって︒
すが︑お仕事柄でしょうか︑ストレ

ご自身もお持ちのようですね？

Ｇ ハンドパワーのようなものは︑

施術中に人生相談

うしたら体が良くなるか﹂の勉強を

スの溜まりかたが尋常ではありませ
通︑マッサージに使用するのはオイ
ん︒心と体は繋がっていますからね︒ ルでしょ︒ところがうちは違うんで

始めたんですね︒そして﹁これは良

すよ︒ビックリされそうですけど …
〝水〟なんです︒

い！﹂と納得できたものは積極的に

野田 そうですね 体
…に触る仕事を
しておりますと鋭くはなりますね︒

Ｇ 水 で
…すか？
野田 と言っても只の水じゃありま

Ｇ 占い師になれますね︒

を信じて動きます︒
集めていますから︑癒しの空間とし

パワーを持った石とか置き物ばかり

聞いた時はおもいっきり﹁ウサンク

野田 いいんですよ︑私もこの話を

Ｇ しかし気持ちのいいサロンです

サロン内には浄化パワーを
持つ石や置き物ばかり

取入れるようになったんです︒実は
分でも感じます︒あと口に出したこ

せん︒凄いエネルギーを持つ水なん

野田 そうなんです︒サロンとして
野田 いや︑特殊能力のようですけ

サイ！﹂って思ったくらいですから︒

ですが あ
…っ﹁アヤシイ﹂って思っ
てらっしゃるでしょ？

はエステとかリラグゼーションのカ
ては最高の状態にある部屋だと思い

手から波動がビンビン出てるのは自

私 子
…供の頃からとても虚弱な体質
だったものですから︑そういうのが

Ｇ はい︵笑︶

テゴリーですから︑精神世界まで触
ど︑意外に皆さん持ってらっしゃる

チュアル系も厭わず？

判り易いというか ︒
…
Ｇ つまり︑良いと感じればスピリ

ね︒居るだけで癒されそう ︒
とが実現してしまうとか 考
…
…えると
野田 ありがとうございます︒狭い
逆に外れますから大事な時は考えま
せん︵笑︶インスピレーション︵直感︶ ですが︑実は神社のパワースポット
をイメージしているんですよ︒浄化

とか︑とにかく様々な角度から﹁ど

癒力への東洋の信仰に基づく技法︶

法・エネルギー療法の一種︒自然治

るサロンなら と
…っくにやめていた

﹁良い！﹂と体感すれば
スピリチュアル系もＯＫ！

心 と体 が整 えば運気 も上昇 ！

オルゴナイト

浄化パワーを
発揮します。

施術に使用するのは
水の〝記憶”を最大限に
活用したシリーズ
シトリン

施術に使用するのは芸能人たちの
間で密かなブームとなっている〝
特殊なエネルギーを持つと言われ
る水” とそのシリーズ。
体への浸透力が尋常ないようで、
ボディの施術だけでフェイシャル
感までが楽しめるとか。

アロマの香りを
含むシトリンが、
癒しながら浄化
パワーを発揮し
ます。

施術ルーム

コイルの中を玉がクルクル廻っています。
素敵なソファでリラックス。

※玄武岩ホットストーン付き

BeONE リンパドレナージュ（全身コース約 2 時間 30 分）
通常 15,000 円➡13,000 円
BeONE リンパドレナージュ（背中＋デコルテ＋脚コース約 90 分）
通常 12,000 円➡10,000 円
※玄武岩ホットストーン付き
通常 8,000 円➡7,000 円
BeONE ヘッドスパ（約 90 分）
ロング料金 ＋1,000 円

☎092-791-3020

※施術中はお電話に出れない時がございます。
折返しご連絡いたしますのでご了承下さい。

hamielai.com

悪い気を吸い取り
浄化します。

サンキャッチャー

ガリヤ特典

「ガリヤを見た」でご予約ください。
（※お一人さま１回限りの特典です）
〜３月末日

でほしいですね︒

び込むのも早いんです︒逃さず掴ん

すると運気が上がってチャンスを呼

代謝が良くなれば波動が上がります︒

こわさないと休まないでしょ︒

すよ︒だって頑張る人ってカラダを

しなさい﹂って言われてる時なんで

体調を壊した時は︑神様が﹁お休み

ありますからね︒

チャンスなんですよ︒色んな学びが

ますでしょ︒だから落ちた時が逆に

ビジネスなど特にエネルギーが要り

健康であれば必ず乗り越えられます︒

調の善し悪しが大きく左右します︒

か︑ずっぽりハマってしまうかは体

ます︒ただ落ちて直ぐに這い上がる

せん︒波があり︑落し穴も必ずあり

野田 人生大変じゃない人っていま

健康なら何だって
乗り越えられます

て︑かなりダメージのようですし ︒
…

Ｇ そうですね︑カラーリングなん

んに扱われているのも頭皮なんです︒

に大切な頭皮なのに︑一番いいかげ

に影響を及ぼしますね︒ただこんな

ていますから︑年齢に関係なく各所

が開花します︒頭皮は全身に繋がっ

野田 お水を全身に入れながら た
…
とえば頭から入れると第七チャクラ

すか？

Ｇ その水を︑どのように使うんで

ズに切り変えました︒

して コ
…ストは凄いんですが︑それ
迄の商品は全部捨てて︑このシリー

やっぱり施術にも使いたいと思いま

るほど変えてくれたものですから︑

ところが私自身の状態をビックリす

れるというのはちょっときついです

サロン内の
〝気〟はまるで神社境内のパワースポット！

﹁自分自身が気持ち良くなれる空間に﹂と浄化グッズに囲まれた結果 …

店名のハミエル
は、慈悲と愛の
天使の名前から
頂きました。
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Ａ

アリゾナ州の玄武岩
発散されるエネルギーを
99% 浄化することが実証
されている…らしい。
浄化パワーは断トツですが、付
着する悪い気のおかげで日常の
お手入れが超タイヘンとか。

11

Ｑ＆
Hamiel・Ai 野田 愛さん
1972 年生まれ。19 歳で結婚、21 歳で母となる。輸入雑貨店、
美容室などの勤務を経て 2004 年マツゲ専門店をオープン。フェ
イシャル・ボディ・リラグゼーションなど独自の展開で 2016 年
末、小倉から福岡に移転。オルゴナイト・曼荼羅アート制作も。
温めた玄武岩パワーはボディ
の施術だけで、お顔までツル
ツルに。

クリスタルファウンテン

ライトニング
クウォーツ

癒しの時は、サロン内に一歩足を踏
み入れた瞬間から、始まります。

カウンセリングルーム

※ヘアーセット（ドライヤー）はご自身でお願いします。
BeONE 珊瑚パック（リンパドレナージュのオプションメニュー）
通常 3,000 円➡2,500 円

福岡市中央区薬院１丁目
※詳細な住所はご予約の際にお伝えいたします。
予約受付：10:00〜19:00
休
日：不定休

♫
小倉で人気を集めた個性派サロンが
満を持して福岡
（薬院）移転！
天使
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野田 ありがとうございます︒狭い
逆に外れますから大事な時は考えま
せん︵笑︶インスピレーション︵直感︶ ですが︑実は神社のパワースポット
をイメージしているんですよ︒浄化

とか︑とにかく様々な角度から﹁ど

癒力への東洋の信仰に基づく技法︶

法・エネルギー療法の一種︒自然治

るサロンなら と
…っくにやめていた

﹁良い！﹂と体感すれば
スピリチュアル系もＯＫ！

心 と体 が整 えば運気 も上昇 ！

オルゴナイト

浄化パワーを
発揮します。

施術に使用するのは
水の〝記憶”を最大限に
活用したシリーズ
シトリン

施術に使用するのは芸能人たちの
間で密かなブームとなっている〝
特殊なエネルギーを持つと言われ
る水” とそのシリーズ。
体への浸透力が尋常ないようで、
ボディの施術だけでフェイシャル
感までが楽しめるとか。

アロマの香りを
含むシトリンが、
癒しながら浄化
パワーを発揮し
ます。

施術ルーム

コイルの中を玉がクルクル廻っています。
素敵なソファでリラックス。

※玄武岩ホットストーン付き

BeONE リンパドレナージュ（全身コース約 2 時間 30 分）
通常 15,000 円➡13,000 円
BeONE リンパドレナージュ（背中＋デコルテ＋脚コース約 90 分）
通常 12,000 円➡10,000 円
※玄武岩ホットストーン付き
通常 8,000 円➡7,000 円
BeONE ヘッドスパ（約 90 分）
ロング料金 ＋1,000 円

☎092-791-3020

※施術中はお電話に出れない時がございます。
折返しご連絡いたしますのでご了承下さい。

hamielai.com

悪い気を吸い取り
浄化します。

サンキャッチャー

ガリヤ特典

「ガリヤを見た」でご予約ください。
（※お一人さま１回限りの特典です）
〜３月末日

でほしいですね︒

び込むのも早いんです︒逃さず掴ん

すると運気が上がってチャンスを呼

代謝が良くなれば波動が上がります︒

こわさないと休まないでしょ︒

すよ︒だって頑張る人ってカラダを

しなさい﹂って言われてる時なんで

体調を壊した時は︑神様が﹁お休み

ありますからね︒

チャンスなんですよ︒色んな学びが

ますでしょ︒だから落ちた時が逆に

ビジネスなど特にエネルギーが要り

健康であれば必ず乗り越えられます︒

調の善し悪しが大きく左右します︒

か︑ずっぽりハマってしまうかは体

ます︒ただ落ちて直ぐに這い上がる

せん︒波があり︑落し穴も必ずあり

野田 人生大変じゃない人っていま

健康なら何だって
乗り越えられます

て︑かなりダメージのようですし ︒
…

Ｇ そうですね︑カラーリングなん

んに扱われているのも頭皮なんです︒

に大切な頭皮なのに︑一番いいかげ

に影響を及ぼしますね︒ただこんな

ていますから︑年齢に関係なく各所

が開花します︒頭皮は全身に繋がっ

野田 お水を全身に入れながら た
…
とえば頭から入れると第七チャクラ

すか？

Ｇ その水を︑どのように使うんで

ズに切り変えました︒

して コ
…ストは凄いんですが︑それ
迄の商品は全部捨てて︑このシリー

やっぱり施術にも使いたいと思いま

るほど変えてくれたものですから︑

ところが私自身の状態をビックリす

れるというのはちょっときついです

サロン内の
〝気〟はまるで神社境内のパワースポット！

﹁自分自身が気持ち良くなれる空間に﹂と浄化グッズに囲まれた結果 …

店名のハミエル
は、慈悲と愛の
天使の名前から
頂きました。
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Ａ

アリゾナ州の玄武岩
発散されるエネルギーを
99% 浄化することが実証
されている…らしい。
浄化パワーは断トツですが、付
着する悪い気のおかげで日常の
お手入れが超タイヘンとか。

11

Ｑ＆
Hamiel・Ai 野田 愛さん
1972 年生まれ。19 歳で結婚、21 歳で母となる。輸入雑貨店、
美容室などの勤務を経て 2004 年マツゲ専門店をオープン。フェ
イシャル・ボディ・リラグゼーションなど独自の展開で 2016 年
末、小倉から福岡に移転。オルゴナイト・曼荼羅アート制作も。
温めた玄武岩パワーはボディ
の施術だけで、お顔までツル
ツルに。

クリスタルファウンテン

ライトニング
クウォーツ

癒しの時は、サロン内に一歩足を踏
み入れた瞬間から、始まります。

カウンセリングルーム

※ヘアーセット（ドライヤー）はご自身でお願いします。
BeONE 珊瑚パック（リンパドレナージュのオプションメニュー）
通常 3,000 円➡2,500 円

福岡市中央区薬院１丁目
※詳細な住所はご予約の際にお伝えいたします。
予約受付：10:00〜19:00
休
日：不定休

♫
小倉で人気を集めた個性派サロンが
満を持して福岡
（薬院）移転！
天使

︻ 猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

﹁仕方ないわねえ﹂

長澤 由起子
私の人生を変えちゃった猫

1988-1997

〝代償行為〟ってやつ？﹂

ら何から何まで︑
全ての段取りが整ってい

いくら反対しようにも︑
もう︑
車の手配か

という強い欲求が︑
曲がり曲がって私に向

﹁ママの所に帰りたいね⁝﹂

﹁アギャア〜﹂

﹁大分⁝行きたくないね﹂

たのです︒

﹁コレってもしや︑
心理学で言うところの
つまり︑

いた⁝

﹁アギャア〜﹂

﹁ママに甘えたい︑
私を離さないで！﹂

というわけで︑

﹁ナルホド〜！﹂

そして︑
大分行きを目前にした夜でした︒

うか？﹂

﹁ママの準備が整うまで ずっと私と暮らそ

﹁今月はきっと︑
帰れるよ﹂

﹁じゃこれからママに︑
そうメールするよ﹂

季節は移り︑
十二月になりました︒

ねるママでした︒

そんな私からの〝メール日報〟に首をひ

﹁性格︑
変わったとやろか⁝﹂

と申しますのも︑
本来の性格はなんとチョ

﹁⁝アギャ﹂

﹁アギャア〜﹂

︵二十二歳︶のちびちゃんが転がり込んで

﹁アギャア〜！﹂

ところがまさに︑
その直後 でした︒
あらん

きたわけですが︑まあ⁝ハッキリ言って︑

ことかちびちゃんの体に︑
マサカの異変が

﹁も〜い〜くつ寝たら︑
帰れるよ〜♫﹂
この頃のちびちゃんはどうしたことか︑

そして︑
さらにあらんことか ︑
ママへと 急

いた ち び ちゃんの命がポロリ⁝落 っこち

ぐタクシーの中︑
私のヒザにシガミ付いて
そして十二月中旬︑
待ちに待った〝お迎

と思うほどの若返りようだったのです︒

﹁アギャア〜！﹂

〜無愛想なヒトミシリさん︒
隠してしまうような猫だったのです︒

さん！﹂

﹁さすが長澤

がらも腑に落

と絶賛されな

てしまったのです⁝
︵涙︶
ところがどっこい︒

不思議なことが起こりました︒

でも︑
ちびちゃんをママの手に渡したとき

え〟の報せです︒
ママの手のひ

ん︑
大分の実家に頼んでみたとよ︒
そした

﹁長澤さんに︑
これ以上迷惑かけられんけ

さんが︑
もの凄い動物好きやけん︑
安心し

らチビちゃん︑
預かってくれるって︒
弟の嫁

とても小さな音でしたが︑
ママもそれは︑

のです︒

ちびちゃんの体から︑
小さな音が洩れた

﹁クッ﹂
ちびちゃんで
す︒

⁝しばし絶句︒
そして怒った︒

て預けられるとよ﹂

聞き逃しませんでした︒

以来二十二年

楽しみにしてたのよ！また別の所に預け

そう言ってママが︑
泣きました︒

そう言って私は︑
笑い泣きしました︒

﹁やっとママのとこに戻れたね⁝﹂

﹁待っててくれたんやね⁝﹂

びちゃんを迎えに行きます！﹂

﹁⁝どうしようもないと⁝二十三日にち

か︑
わかってるの？﹂

﹁ちびちゃんは︑
ママのところに帰るのを

そんなちびちゃんがママを離れたら︑
どう

るつもり？どれだけちびちゃんが傷つく

寄り添って暮

いう気持になるでしょう︒

族なのです︒

らしてきた家

もの歳月を︑

命をつないだ

らでミルクで

ちません︒

起きたのです︒

ママ以外のヒトが近づこうもんなら姿を
たとえば︑
私がデスクにつくなりヒザに飛
び乗 って来るので
すが ︑
重 いだ けで
はありません︒
﹁キーボードが︑
見
えな〜〜い！﹂
しかしヒト年齢に
して優に百歳を超
えるご長寿さまで
す︒
ジッと 我 慢の
私でした︒
﹁そろそろ降りて﹂
﹁アギャ
︵イヤッ︶
﹂
⁝降りません⁝
デコボコ

どころか︑
脚を組

「これじゃ仕事はかどらないよ〜シルクちゃんたちが寝てたのは
パソコンの横だよ。
あんたも是非そうしてよ」、
「ギャッ
（やだよ）」
…の、攻防の日々でした。

必死にシガミ付いてくるんです︒

んで凸凹ヒザにしても︑
落っこちません︒

﹁ホントに二十二歳？﹂

たいへんな猫でした︒

⁝と︑
そんないきさつで昨年四月 ︑
高齢猫

シルクちゃん

ガンバろう！﹂
らはあまりにもズレた甘えっぷりでした︒ ﹁ちびちゃん︑
﹁アギャア〜﹂

ちびちゃんの帰省

Vol.11

﹁住宅事情が整うまでお願い！﹂

(通巻Vol.302）

〝キモチイイ場所大好き〟な猫の本質か
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My
Sweet
Life
With
Cats

設立準備の仲間募集

FAX 092-751-3779
電話 092-751-3778

ワン・ニャン・ニン

（長澤宛

出られない時は折返します）

mail nagasawa@gariya.com

（仮名）

会場：ガリヤ事務所（予定）
日時：平日の夕刻（予定）

以下の内容に興味を持たれる方は［犬猫人互助会準備委員
会参加希望・お名前・連絡法（メール or FAX or 携帯）
］
を明記し、FAX またはメールでお申し込みください。詳細
につきましては、ご希望の連絡法にてご連絡いたします。

○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方）
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…」と、飼えない方）

○えっ、どうしてどうして？
○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
あげられる方たちだからです。
○犬猫の飼育経験豊富な〝飼い主上級者” だからです。

○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。

○会員特典の一例

○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営めます。
なんとなんと、良いコトだらけじゃないですか！

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、自身の愛犬（or 愛猫）を安
心して委ねることができます。

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

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、愛する犬（or
猫）を信頼できる会員に委ねることができます。当互助
会の核を成すのはこの〝信頼ある循環” です。

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

動愛園は、
動物大好きのＮＰＯ法人が運営している
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。

入り口は車３台が収容できる駐
車スペースになっており、ペット
たちを車に乗せたまま斎場内に
入ることができます。降車してす
ぐ横に、斎場入り口（写真右）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。

NPO法人 西日本動物愛護協会
一般社団法人全国ペット霊園協会

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…

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

足を踏み入れるなりお洒落なロビーが
広がります。斬新さの中に、さり気なく盛
り込まれる癒しへ
の 様々な 気 遣 い
が、訪れる人々の胸
に静かな感動を喚
び起します。

動 愛 園 糸島斎場

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

納骨は近隣の明光寺です。
やはり心癒されるお寺です。

お問合せ・お申込み

0120-24-7979

http://www.douaien.co.jp
博多区吉塚 3-8-52

※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

動愛園

検索

テーマ：近所の犬のおばちゃん

◀さくちゃんとマロ

土生亜紀子

斜め向かいの兄弟
近所の兄弟の長男︑小学５年生のケン
ちゃんが︑今から我が家に訪れてもいいか
ど う し たのかと 問 うと︑私の誕 生 日 を

と電話してきました︒
もう夜だったので︑

No.11
▲ケンちゃんとマロ

とを知らなかった親子は仰天してしまっ

のですが︑犬に歯の抜け変わりがあるこ

を連れて︑皆で散歩に出かけるときもあ

で母親の帰りを待ちます︒
パンと他の犬

会議を開きます︒
私は〝近所の犬のおば

犬達と犬好きのご近所の方とで︑井戸端

ります︒
また︑ときおり我が家の玄関先で

ちゃん〟なのです︒

それ以来︑兄弟がパンを連れて我が家

たのです︒

も親しくお付き合いをするようになりま

に遊びに来るようになり︑彼らの母親と

いましたが︑こんなに親しくなれたのは

近所なので以前から挨拶を交わしては

の〝近所の犬のおばちゃん達〟にとても

子供の頃から犬が大好きだった私は︑そ

〝近 所の犬のおばちゃん〟が居ました︒

私が子供の頃には︑どこの町にも必ず

﹁犬のおかげだね﹂

お世話になりました︒
そして﹁〝他人〟を

した︒

と︑
よくこの話をして笑います︒

また〝名もなきおばちゃん達〟に踏ませ

てもらったのです︒

信じる﹂という〝社会〟への一歩を︑私も

一番身近で小さな社会

特に子供は大嫌いで︑通りで声がすると

えかかる・咬みつこうとする犬でした︒ ﹁ちょっといけてるかも﹂

ケンちゃんと次男のサクちゃん︑三男の

祝ってくれるというのです！
パン 犬
( ・♂ と
) その母親が︑彼らの祖母
の手作りケーキを持って祝いにきてくれ

窓辺に駆け寄り狂ったようにギャンギャン

人︑
誰かのための〝近所のおばちゃん〟に

と〟をしなくても︑私たちはきっと犬や他

14

長年︑
一年 半 前に迎えた居 候 犬ミニチュア・
ダックスフンドのマロ ９才 は︑当初は ﹁そんなオバチャンになりたい﹂
(
)
最近になって
他人が声を掛けたり近寄ろうとすると吠 と思い続けてきましたが︑

ました︒
そして︑皆でハッピーバースデイ

しかし︑三兄弟が度々遊びに来てマロ

なれると思います︒

〝特別な人〟にならなくても〝特別なこ

と思えるようになりました︒

を歌って︑私がろうそくの火を吹き消し

と吠えたてるほどでした︒

ず諦めずに接してくれたので︑いつしかマ

が激しく吠えたり少々咬みついても臆せ

﹃ご近所﹄というのは〝一番身近で小さ

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！

とてもとても︑とても幸福な４７回目

ました︒
の誕生会でした︒

ロと三兄弟は親友になりました︒
そして︑

な社会〟です︒
マロはその中で三兄弟とい

になったのです︒

になり︑他の子供たちとも馴染めるよう

マロは自ら三兄弟の家に遊びに行くよう

犬が結ぶ〝ご縁〟
実 は こ の〝ご 縁〟︑私 の 愛 犬 と ケ ン
た︒
その後パンが兄弟の家族になり︑さら

ちゃんが親友になったことが始まりでし
に親しくなったのですが︑そのきっかけは

兄弟は家の鍵を忘れたときには我が家

近所の犬のおばちゃん

会〟への歩みを進めたのです︒

う﹇〝他人〟を信じること﹈を学習し〝社
ある夜︑
ケンちゃんが号泣しながら

ある事件でした︒
﹁引張りっこして遊んでいたら︑パンの歯
が抜けてしまった﹂
抱っこした母親も悲壮な顔をしていまし

と我が家に駆け込んできたのです︒
パンを
た︒
ただ単に〝乳歯 が
″抜けただけだった

proﬁle 犬の飼い方教室『Sleepyʼs house』主宰

犬と人のための飼い方教室

◀ハブの誕生会
▲井戸端会議

Photo Garally

この支援のいき
さつは？
くうちゃんは困ったことに

アレルギーを持っています︒

体高
体重

mix

㎝
50
25kg

年齢 /5 歳 性別 /♀健康状態 / 良好

家で仕事をしていても静かに横で寝てい
てくれます。無駄吠えはありません。人
間が大好きで、赤ちゃん連れの来客があっ
た時など、構ってもらえない赤ちゃんを
心配するようにして面倒を見ていました。
とても賢く、とても寂しがりやです。大
のニガテは…［ヒトリのお留守番］です。
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希
…望を失っています︒
そこで﹁もし日本に︵でき
れば福岡︶家族になって下
さる 方が見つかれば ﹇ 連
れ 帰る ﹈という方法 に も
チャレンジできる！﹂との
結論に至ったわけです︒
動物の国外移送は簡単なも
のではありませんが︑
﹁コ
レしか救う道が無いんだっ
たら！﹂と︑このたび依頼
を引き受けた次第です︒

1,181,212 円（月額平均９８，４３４円）

飼い主さんは福岡市出身︑
米国在住の女性です︒５年
前現地のセンターから１匹
の子犬を譲り受けました︒
散歩をしていると人々が振
り返るほど︑とても美しい
ミックス犬です︒
ところが一緒に暮らし続け
ることが困難な状況に陥っ
てしまいました︒
そして新しい家族探しに努
力を重ねてきたわけですが

問合せ・仲介 / ガリヤ（長澤）
☎092-751-3778 nagasawa@gariya.com

以下は 201５年５月〜2016 年４月迄１年間にかかった
お山の費用です（詳しくは本誌７号に掲載）

百頭近くもいて賑やかだったシェルターも 13 年という歳月を
経た今は 12 匹…ところがフード代
（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。
お願いばかりでたいへん心苦しいのですが…どうかよろし
くお願い致します。

そのことを自分でも判って

アメリカより…家族に迎えてくださる
日本
の方を探しています！
ボーダーコリー
オーストラリアン・キャトルドッグ

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
（ごめんなさい）
。
ガリヤに合わせてお山のほうも隔月…なんてあろうはずもなく、
経費は毎月律儀にコンスタントにかかっています。
つまり、皆様にこれほど応援して頂きながら、赤字
（12 月はおか
げさまで黒字です）
が続いております。

いるんでしょう︑徹底した

実は…お山はちょっと財政難です

潔癖主義で小雨でもけっし

● 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

て外に出ようといたしませ

匿名希望様 5,000 円

ん︒足が濡れるのがイヤ︑

◀くう ♂( だ
)よ

アッチョンブリケ 様 1,000 円

落 葉 の 季 節 と な り ま し た︵こ れ が 発 刊 さ れ る 頃 は
雪！︶
︒
少しでも風が吹けば山から落葉がいっせいに舞
い降りて︑小屋の中や庭一面に落葉のジュータン
︵掃除
がタイヘン！︶
が敷き詰められて︑つくづくボランティ
ア泣かせです︒
猛暑時にお世話になった竹に﹁ありがと
う﹂を言いながら︑冬のお日様をわんこたちの部屋に入
れるための〝竹切り〟も済みました︒

イコール様 20,000 円

メアリー様 1,000 円

汚れるのがイヤなのですね︒

オザキルミ様 2,000 円

みるくがアカラスにかかっ

てしまいました︒
遺伝や老

化 によ る 体 力・免 疫 力 の

低下︑基礎疾患が原因と考

ハマグチタカユキミルク 様 2,000 円

する心配はないにしても︑

ナナクマクマモン様 2,000 円

えられる皮膚病です︒
感染

スギレイコ様 5,000 円

抜け︑皮膚が破れ︑最後は

ナカニシトモコ様 2,000 円

アラキマリコスミコ 様 3,000 円

ほうっておくと全身の毛が

ユメイッパイ様 3,000 円

死に至る病気です︒
治療法

レオ様 1,000 円

は週一回の注射を４ヶ月続

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。

マチナガヤチヨ様 3,000 円

けること お
…かげで︑ずい
ぶん元気になりました︒

モモママ様 3,000 円

◀みるく ♀( だ
)よ

シリウスセイジン 様 11,000 円

オノヒデユキ様 5,000 円

オオバリョウコ様 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︒

ピースケ様 30,000 円

イトウハルコ様 3,000 円
イコール様 20,000 円

Ａ Ｑ

ヨシキカヨコ様 5,000 円

ハヤシマユミ様 2,000 円

ナカニシトモコ様 2,000 円

Ｑ

サトナガトモコ様 2,000 円

ヤマモトアキコ様 3.000 円

アラキマリコスミコ様 3.000 円

Ａ

シェルターはど
こにあるの？

レオ様 1,000 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︒

クルメビップノフウニャン 様 3,000 円

Ａ Ｑ

お山のシェルターには現在何匹
いるんですか？

マチナガヤチヨ様 3,000 円

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︒

ヨシキカヨコ様 5,000 円

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

︿その拾﹀

●松瀬 てつ代
たのがヤギによる除草だった︒

ためにはどうしたらいいか︒
そして︑考え

を諦めてしまった︒
この大変さから逃れる

うわけではないが︑今ほどヤギに親近感は

うしても好きになれなかった︒
だからとい

ても︑草の匂いのするような独特の味はど

わなかったでしょうね︒
得しちゃった﹂

﹁譲った人もまさか︑妊娠しているとは思

キーなことに妊娠していた︒

る力があるのか︒
譲り受けた雌ヤギはラッ

れて来た︒
運がある人は運をたぐり寄せ

ら細目にしているのか︑とぼけた感じがい

がつかない︒
笑っているような︑まぶしいか

なる︶
︑どこに焦点を置いているのか見当

細長く長方形をしているので︵夜は丸く

改めてヤギを観察すると︑黒目が横に

持てなかった︒

や鶏︑
二ホンミツバチを飼っている︒
私と同

い︒
せわしなく動く口も面白い︒
こんなに

彼女はヤギを譲ってくれる人を探し︑連

じUターン組で︑年齢が近いこともあって

そして︑
七か月後︑
産気づいた︒

友達のTさんはこの辺では珍しくヤギ

意気投合した︒
ご主人と二人で手を入れたという旧い

に舐めてあげる︒
だが︑連れて来たヤギは

く︑生まれたばかりのわが子の体をきれい

ぱって出してあげた︒
動物は母性本能が強

んびりしているように見えて︑行動力もあ

ペットみたいに愛嬌があって人懐っこい︒
の

ペットは飼い主に似ると言う︒
飼い主も

ンを焼く︒
大阪で学んだという腕前だ︒
私

ギはノゾミちゃんと名付けられ︑ヤギ小屋

くらい成長した︒
母親はユメちゃん︑子ヤ

今では︑どちらが親か子か分からない

なったが︑ひところは通りを歩くと肥しの

気分転換になっている︒

おかげで私は︑Tさん宅を訪ねるのが

で迎えてくれる︒

る︒
突然の訪問でも嫌な顔一つせず︑笑顔

思った︒

家は入ってすぐに土間があり︑その真ん中

母性が希薄だったのか︑結局はTさんが赤

も 表 情 が 豊 か な 生 き 物 な ん だと 改 め て

に火鉢が置かれている︒
冬はその火鉢に炭

ちゃんの体を拭いてあげた︒

は素朴な味を気に入っているので︑店を開

で仲よく暮らしている︒

臭いが漂ってきた︒
牛や豚や鶏を飼う家が
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難産だったらしく︑赤ちゃんの足をひっ

火を入れ︑
友人たちをもてなしてくれる︒

いたらとハッパをかけるが︑彼女は首を縦

週二日は炊事場を改造した作業場でパ

に振 らない︒注 文 された分 だけ焼いてい

趣味をたくさん持っていて︑何でも器用

多かった︒
ヤギも珍しくはなかった︒

る︒

にこなすが︑庭や畑の草取りだけは苦手

今でこそ︑ヤギを見かけることはなく

のようだ︒
野菜作りは土を耕し︑雑草を取

小学生の頃︑我が家にも雌ヤギが一匹い

く握るとヤギが痛がるし︑
握り方が弱いと

るのは当たり前と考えている私は︑草が生

なかなか乳は出てこない︑
その加減が難し

た︒
ときどき搾乳をさせられた︒
乳首を強
は驚かされる︒
それでも野菜や花は立派に

い茂った畑に種を蒔き︑苗を植える彼女に
育つのだから︑植物の生命力はほんとにす

く︑早朝のことだから余計にやりたくな

栄養があるからと煮沸した乳を出され

かった︒

ごい︒
しかし︑とうとうというか︑畑の草取り

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。

松瀬 てつ代 / プロフィール

ヤギの親子（ユメちゃんとノゾミちゃん）

田舎暮らしの話

平 戸 の片 隅 で

畑の隅っこに設置
している二ホンミツ
バチの巣箱

丸 田 幸一のオモシロ法 律 相 談

﹁丸田さん︑先日退去したアパー

トの原状回復費用の請求書が家

賃保証会社から来たんですが︑な

んか腑に落ちないんですよ︒
﹂
﹁そういえばそろそろ引っ越しシーズンで

検索

丸田幸一ブログ

ご存知でしたでしょうか？私のように気

開無料法律セミナー﹃法科村塾﹄
ＩＮアクロ

その 十一
︵通 著 八 十 ︶

さくで親身になってくれる優秀なイケメン

司法書士もたくさんいます↓非の打ちどこ
ろがないし！

それでは︑今年も９年目となるこの
﹁法律

損耗でない︵故意過失による損耗である︶と

ス福岡﹂
を宜しくお願い申し上げます︒

コラム﹂
と今年１００か月目を迎える
﹁市民公

認めた修理費等を保証対象とする﹈
︑と明記
されていたにもかかわらず︑家賃保証会社は

あっ︑そうそう︑それと先月から毎月第１

木曜日のお昼１２時から１２時５５分までＦ

大家さんに﹇故意過失損耗﹈の修理費名目で
代位弁済し︑提訴までしていたんです︒
これ

７ＭＨｚ︶の﹁丸さんの懐か
Ｍコミてん︵７７．

ターで出ております︒

しラヂオ！！﹂にもレ ギュラーコメンテー

には︑
私も驚きました︒
裁判では︑家賃保証会社に対し
﹇賃借人の
故意過失による損耗であることの立証﹈を求
めましたが︑出された数枚の写真にはそれを
立証できる損耗は写っていませんでした︒
結
果︑
賃借人の全面勝訴となったわけです︒

本件は司法書士に相談したことで事なき
を得ましたが︑この種の裁判を起こされると
金額が１０万円前後であることが多く︑賃借
人はついつい﹁どうせ法律家の費用も掛かっ
てしまうし︑払っとくか︒
﹂となってしまうの
ではないでしょうか︒
これではいけません︒
引越しに伴う原状回復費用などさまざま
な明け渡しトラブルは︑今も多いようです︒

ラジオ又は︑パソコンかスマホのユースト

疑問に思ったら︑まずは司法書士に相談して
みましょう︒
１４０万円以下のあらゆる民事

リームでお聴き・ご覧ください︒
私のＨＳＧ
も炸裂です！
︵Ｈｉ Ｓｅｎｓｅ Ｇａｇ︶

トラブルは︑司法書士も簡易裁判所の法廷に
立つこともできますし︑示談交渉をすること
もできます︒

※平成 28 年から毎月第３金曜日に変わりました。
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すね︒
もしかして︑賃借人の故意過失でない

損耗の修理費を請求されたんですか？﹂
実は︑
私も
﹇家賃保証会社﹈
から訴えられた
方からの依頼で
﹇被告代理人﹈
で闘ったことが
あります︒
その件は私が関わったことで全面
勝訴できてよかったんですが⁝︒

どんな内容かと言うと︑
敷金０円のアパー
ト退去後に大家さんからの依頼で修理会社
さんが退去の立会に来て︑修理代がかかるか
かからないかわからないような曖昧な話を
して帰ったんですね︒
その後突然︑家賃保証会社から大家さん
に
﹇代位弁済﹈
した修理代の請求書が来て︑賃
借人が﹇自然損耗﹈だということで払わな
かったところ︑
﹇提訴﹈されたという依頼でし
た︒
家賃保証委託契約書には︑
﹇賃借人が自然

［丸田タイム］
司法書士と言えば、
なんといっても不動産登記のスペシャリスト
ですよね。
その中でも最も多い
「売買による所有権移転登記」
の現場をご紹介
致します。
劇団
『法科村塾』
の
「寸劇」
を交えて、
超わかりやすく解説致します。

［歴史タイム］
珍しく南北朝時代です。
足利尊氏、
新田義貞、
楠木正成、
後醍醐
天皇、
佐々木道誉、
高師直などなど、
名前を聞くだけで興奮してきますね。
宗像
大社、
太宰府天満宮や多々良浜の戦いなど、
福岡にも縁が深い尊氏です。

［丸田タイム］
離婚後の養育費を元夫から払ってもらえず生活に困窮してい
る女性が数多くおられます。
どうすれば、
ちゃんと養育費をもらうことができる
のか？離婚交渉時からの段取りが重要になります。
今回は、
そのポイントをご
紹介致します。
［歴史タイム］
幕末福井藩の名君、
松平春嶽の側近、
橋本左内と横井小楠を
ご紹介します。
幕末に
「国際連合」
のような世界組織を提唱したこのような先
進思想の人物がいたことも、
今の日本に繋がっています。

3 月17 日（金)19:00〜21:00 アクロス福岡 605 号会議室

□号会議室

天神ビル 11Ｆ

2 月17 日 (金)19:00〜21:00

◆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 T EL 0 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
引越時の明け渡しトラブル

◎一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ⑪ ︼

待望の新シリーズ！

まで続かなかったのが痛ましい︒

福岡藩の﹁志士﹂たちは︑薩摩藩や長

州藩の同志とも密接な関係を築いて活躍

を﹃筑 前 維 新 史 料﹄
﹃筑 前 近 海 防 備 史﹄

﹃筑前名家人物志﹄の他にも︑その成果

と題してまとめたようだが︑出版が実現

したという話は聞かない︒

ため︑
﹁乙丑の獄﹂と呼ばれる大弾圧を

政太郎の実父が︑
﹁志士﹂のひとり森安

たちの業績を伝えようとしたのか︒実は

かれはなぜ︑そこまで福岡藩の
﹁志士﹂

行い︑みずからの手で﹁志士﹂たちを葬

福岡幕末維新散歩

福岡藩は朝廷や幕府からの嫌疑を避ける

けんぎ

していた︒ところが慶応元年
︵一八六五︶
︑

郎で︑印刷所も福岡市の業者だ︒売り捌

平なのだ︒安平は﹁乙丑の獄﹂に連座し

いっちゅう

いま か ら百 十 年 ほ ど 前の明 治四 十 年

り去ってしまう︒

て投獄のすえ︑慶応元年十月二十六日︑

き所︵販売店︶は︑福岡市中嶋町九番地

物志﹄という本が面白い︒上・下二篇か

切腹し果てた︵享年三十八︶
︒政太郎に

と り︑
﹁志 士﹂の 史 実 を 伝 え る こ と は︑

父の無念を伝える意味もあったのだ︒

新政権にほとんど人材を送り込むことが

なお︑
﹃筑前名家人物志﹄は上・下合

よって福岡藩は︑
﹁明治政府﹂という

印刷したのも︑売ったのも福岡の人︒つ

出来なかった︒それどころか贋札製造事

冊して筑紫豊の解題を加え︑昭和五十四

の積善館支店となっている︒書いたのも︑

﹃筑前名家人物志﹄とその著者

︵一九〇七︶に出版された︑
﹃筑前名家人
ら成り︑全部で二百五十ページほど︒
奥 付によると︑編 纂 兼 発 行 者は福岡
県 筑 紫郡 住 吉 村 大 字 春 吉四百 六 十 七 番

まり︑当時の福岡市における出版文化の

件を口実に︑廃藩置県よりも前に潰され

がんさつ

水 準 を 知 ること が 出 来 る よ う な 本 なの

年︵一九七九︶に東京の文献出版から復

福岡藩は薩摩・長州藩と肩を並べて︑新

この一冊で
あなたも
福岡ツウ！

刻版が出ている︒

てしまう︒

だ︒

があった学者や画家︑歌人といった文化

政権の一翼を担っていたかも知れない︒

もし︑
﹁志士﹂たちを生かしておけば︑
人︵藩主も含む︶の列伝で︑私は正直な

だから明治のころの福岡人は︑
﹁明治維

上 篇 はお もに 江戸 時 代の 福 岡 に関 係

ところあまり興味が沸かない︒圧巻なの

新﹂に複雑な思いを抱きながらも︑一方

にな

は下篇で︑月形深蔵以下のいわゆる﹁幕

努 め た︒
﹃筑 前 名 家 人 物 志﹄の 下 篇 も︑

に貢献したのかを記録︑宣伝することに

末の志士﹂四十六人の列伝となっている︒ で自分たちがいかに﹁明治維新﹂の実現
しかも類書には見られない﹁志士﹂たち

そ う し た 流 れの 中 での 産 物 と 考 えてい

の具体的なエピソードが豊富に収められ
ており︑各人の人柄がうかがえる︒ずら

二八︶の生まれ︒三狂堂︑春耕堂などと

著者の森政太郎は︑文政十一年︵一八

りと並ぶ﹁志士﹂の名を見ているだけで︑ い︒
幕末の福岡藩に渦巻いていた変革を望む
力強いエネルギーを︑ひしひしと感じる
ことが出来る︒

号し︑書画を売買するかたわら︑郷土の

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。

一坂 太郎（いちさか

たろう）

KKベストセラーズ
815円+税

福岡
地名の謎と
歴史を訪ねて
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(2)

だ が そ のエ ネ ル ギ ー は︑
﹁明 治 維 新﹂ 歴史︑特に﹁明治維新﹂を研究していた︒

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！

地︵現在の福岡市博多区︶に住む森政太

福岡藩の本拠地、福岡城跡

月暦
つき

ごよみ

sai enn

〈１月末〜3 月末〉
月エネルギー発生日
■１回目の発生日…赤色
■２回目の発生日…緑色

櫻庵 幸縁

開運

月のサイクルは健康な女性の月経周期とほぼ同一であり、
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】1 月 28 日 2 月 26 日

リセットされて新たなスタートです。
願いを紙に書いて大事に保管してください。
叶い易くなりますよ。

二十六夜
【神秘】

三日月
【魔除け】

2 月 22 日 3 月23 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。

1 月 30 日 2 月28 日

ポケットの中に硬貨を入れて、
ひっくり返すと幸運が！

【月暦の利用法】
図が示すのは、
2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】

2 月 19 日 3 月 21 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】

上弦の月
【和】

2 月 4 日 3 月5 日

吸収力が高まるため、
お肌の手入れなども
効果的です。

十三夜
【感情】2 月 9 日 3 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。

2 月 14 日 3 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】 2 月 11 日 3 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！

運について

運とは人の力ではどうしようもない巡

り合わせと言われています︒

文字の通り︑
運び運ばれることです︒

ただし ︑運ばれる運に左右されながら

選ぶべき途は
貴方の魂が
知っています

闇におおわれる

魂に問いかけて

め

も
︿運び﹀
は︑
自ら開くものです︒

選ぶべき途を

差し出してみせる

占い術です︒

もん

すなわち
︿運び﹀
をよくする為には自分

自身を磨き成長させていくこと ︒それ

が一番の︑
開運方法です︒

︿運び﹀
＝
︿流れ﹀ 以
︿流れ﹀
…下は貴方の
をパワーアップさせる方法です︒

︵一︶
初詣や参拝を味方につける

もし日々の自分磨きを忘れておられる

なら︑
お賽銭を投げ込み都合の良い願掛

けをすればするほど︑
願いは遠のきます

を述べにご挨拶に参りましょう︒

︵残念！︶︒生かされている御礼
︵感謝︶

︵二︶
おみくじを味方につける

大吉▽中吉▽小吉▽吉▽半吉▽末吉

も

弥聞冥問占術

セブン●
イレブン

■
バヤール

ー
ー

日赤通り

西鉄薬院駅

福岡市中央区渡辺通1-9-2
セントラルハイツ504
営／10:00〜22:00
休／不定期
相談料／1件3,000円（30分)

電気ビル●
共創館

☎080-5218-0903【完全予約制】

ー至天神
ー
ー
ー
ー

や

渡辺通り

ときこさん

渡辺通りの
開運母さん

幼い頃より数々の
霊体験を重ね第三
の 目 を 開 眼︒算 命
学 をベースに霊 視
鑑 定 を 行 い ま す︒
霊能力が強いため
問題にかかわる霊
︵生霊も︶が鑑定中
に現れ︑ビックリさ
せられることも︒

占いの館 バヤール

▽凶▽小凶▽半凶▽末凶▽大凶

これが︑
一般的なおみくじの順位です︒

WELCOME!

この順位だけで〝一喜一憂して終わり〟

となりがちですが︑

大事なのは書かれて

いる内容です︒

神様からのお言葉

です︒︿運び﹀
をよく

する指針となるであ

ろうありがたいお言葉です︒

しっかりと受け取ることです︒

それでも
︿凶﹀
とか出ると気になります

よね︒
そこで最後に対策です︒

それが︵ 修行 ︶となり
︿凶が転じて吉と

︿利き手でない手﹀
だけで結びましょう︒

櫻庵 幸縁

なる﹀
とも言われていますので︒

幸縁先生からプレゼントを頂いています。24pをご参照ください。

ひろこさん

0120-879-099

電気ビル
共創館

【完全予約制】
福岡市中央区高砂１-20-25-201
東映ホテル
営／10:00〜22:00
■
休／不定期
弥聞冥問占術
鑑定料／20分3,000円 60分9,000円

●ホテルニュー
オータニ
●サンセルコ

住吉通り

●サニー
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ホテル
ニュー
オータニ
サニー

︻Essay

Cozue︼

お悩み解決！
伝言レシピ

その

（18ｃｍ丸型。できれば底が抜けるもの）
〈分量〉
（材料）クリームチーズ 400ｇ 生クリーム 150ml 砂糖 150ｇ 卵 3 個
レモン汁大さじ 3 （あればバニラビーンズ 1 本）
コーンスターチ大さじ 3
（土台）クラッカー 100ｇ 無塩バター 45ｇ
〈作り方〉
1. クラッカーをビニール袋に入れて細かく砕き、溶かしたバターと混ぜ型の底に敷く
2. クリームチーズとサワークリームと砂糖をボウルで混ぜる
3. 別ボウルに卵を入れほぐす
4. 卵を 3 回ほどに分けて 2 に混ぜ、続いて生クリーム、レモン汁を 3 回ほどに分けて
加え混ぜ、型に流し込む
5.160 度の余熱をしてオーブンで 60〜80 分焼く

挨拶の常套句をあなたが額面通りに受

﹁ご指導ください﹂という
ね︒そして︑

ため︑実際と建前のチグハグ現象です

手作りならコミュニケーションが深ま

をお持ちになってはいかがでしょうか︒

ルにぴったりのホールのチーズケーキ

そこで失敗しようのない︑ただ混ぜ

ります︒

人の言葉の捉え方は難しいもので

て焼くだけの﹃ニューヨークチーズケー

けてしまったチグハグ︒

︿失敗しようのないニューヨークチーズケーキ﹀

11

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︒

﹁自分が
す︒上司にあたる方の挨拶は︑

キ﹄をご提案します︒

お互いにいい仕事をしようと一丸と

は顔が立つのではないでしょうか︒

ま 手 渡 し︵こ れ が 重 要！︶す れ ば 少 し

みんなの前で上司の方にホールのま

仕事しやすいように環境を整えてくだ

さい︒
﹂との挨拶をしたと理解した方が

仕事ですから分からないことがあれ

良いです︒

ば聞いてくるでしょうし︑聞くのが嫌

上司の言葉に傷つきました …
パートで事務をしています︒

なら必死になって調べるでしょうから

なれることを願っています︒

Cozue︒
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新しく上司として配属され

それより職場というのは円滑な人間

・ 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

仕事のことは放っておけば良いです︒

関係で成り立っています︒仕事のやり

円滑な人間関係は職場の命
傷ついている場合では
ないのです
とすさまじく反

とりをしているだけではありません︒

坂井 梢

た 3 0 代 女 性 社 員 さ ん が﹁未 熟 者

たところ︑
﹁あな
たにあれこれ言

発され凄く傷つ

あなたは傷ついている場合ではないの

われたくない﹂
︒

き ま し た︒︵5 0

女子の最強コミュニケーションツー

一丸となっていい仕事を …

サインを送って差し上げましょう︒

ですからこちらは丸腰ですよという

抱えています︒

という緊張感︑不安を
メられたら最後”

上司の方はどこかで〝私は上司︒ナ

です︒心を閉ざしてはいけません︒

代 パート︶

実際と建前の
チグハグ現象
仕事内容は
あなたがよ
く把握されてい
て︑立 場 は 先 方 が
指導する側である

Cozue

で す の で 勉 強 し て ま い り ま す︒ご

●● 募集します！ ●●

指導ください︒
﹂というので指導し

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？

by

︻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

を喜ばせています︒

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！﹂

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

人 生のアドバイスをしながらも︑いつ

内なる自分と向き合い︑正直に前に向かう

なく︑ヒト様と比べることなく︑ただただ

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︒

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︶

○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

を 前 向 き に に ワ ク ワ ク 感 で や っ て い る と︑

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︒

不思議なことにそれが結果として︑意外に

ことが最も肝要だと思います︒

ずれもヒト様の喜びのお顔を観るのが大好

ヒ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”

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︒
思ったこと︑
感じたこと︑
メールや書簡で
自由に書き送ってください︒

を餃子みたいに折ると︑体がポカポカしてき

体が軽くなった気がします︒
起きがけに両耳

◆朝は１０分だけラジオ体操をしています︒

餃子耳でポカポカ

や免疫機能を高めて︑なんと﹁体への効果・

溜まった毒素を排泄することで自然治癒力

ましゆの温湿布効果って凄いんですね！体に

♥ちょっと気になって調べてみたんですが︑ひ

ぜ？
︵けろよん ３０代 会社員︶

癒されぬ者ナシ︒

絵本の読み聞かせは凄い！その愛のチカラに

実感します︒

がら︵入浴法は洋式︶﹁今日も生きてるぅ﹂
って

からずっとやってきてたわけですね︒
一日の激

♥〝耳餃子〟
は簡単そうだったので早速トラ
ところで視力の短期劇的改善のほうは︑いっ

果・ダイエット効果⁝などなどなどなど⁝︒
です︒
認知症にならない為にも水分はかかせ

◆１日に水を１５００ＣＣ飲むことが目標

水が認知症予防？

務を終え︑湯船にポッコリ浮いた垢を眺めな

て︑
目覚めが良いです︒
効能は無限﹂
とか︒
便秘解消・免疫機能向上・

イしてみました︒
ほんとうに首のあたりから
たい何が効いたんでしょう？もしや︑
ひましゆ
ません︒

血行促進・アトピー性皮膚炎改善・美肌効

︵くま 四十代 会社員︶

すぐポカポカしてくるんですね︒
時も場所も
十年歴のオマケ？

なって調べてみたら︑こんな本も出てるんです

なる︵かもしれない︶なんて初耳でした！気に

♥水分を充分に摂ることが認知症の予防に

主婦︶

病院とか老人ホームとかも紹介してほしい︒

高齢化社会になりつつあるので︑おすすめの

選ばずチョコチョコやれる⁝三日坊主の私に

︵なぎさ ６０代

自転車に勝る運動なし

はピッタリの健康法です︒

夜な夜なの
絵本の読み聞かせが
夫を救っている
♥私の友人のご主人は︑仕事柄神経を張り
ね︒
﹇認知症は水で治る︵ポプラ社︶
﹈
﹇水をた

◆往復約二時間の自転車通勤︒
これで運動
している気になっています︒
詰めているので︑友人はそんな夫の為に毎夜

すよ！ただ︑油がベタベタして手間がかるの

愛用していますが︑副作用もないし︑いいで

し湯温しっぷ﹂でまかなっています︒
十年以上

◇風邪をひいたり微妙な体調の時は︑
﹁ひま

レイドアップ！鍋底にへばりついたコゲを擦り

ます︒
それが最近なんと︑〝亀の子タワシ〟
にグ

ずっと
〝アカスリタオル〟
のお世話になってい

が⁝︵ビックリしますよ︶
︒
実は十代の頃から

じゃないですか⁝ちなみに私の肌美容法です

義母と同居を検討中︒
どんな問題が待ってい

てます︒
病は気から
︵笑︶

だから薬も飲まず︑いつのまにか治ったりし

うにしています︒
気のせいだから何ともない︒

◆カゼかな？と思ったら﹁気のせい﹂と思うよ

本来良い状態にあるべきものが︑思い込みに

ちなみに注意すべきはノーシーボ効果です︒

の実験で証明されています︒

のほうが逃げて行ってくれるというのは︑数々

ね︒
元気だと思い込んでいる人は何故か病気

♥プラシーボ効 果つまり暗 示のチカラです

フロリダでまた︑銃乱射事件が起こりまし

与えたことだと思います︒

言えなかった人たちにまで︑そのお墨付きを

これ迄はさすがに恥ずかしくって人前では

ます︒
おかげで人種差別や利己的主張など︑

をねじ曲げた言葉を羅列したことだと思い

宗教による差別を貫き︑幼稚な言葉で真実

思うに⁝政治家にも︑能力や適性を計る
〝国

まき散らした言葉の回収まではムリ︒

後彼が良い変化を遂げていったとしても︑
一度

場所から負の言葉〟
をまき散らしました︒
今

を伴って拡散します︒
確かに︑彼はまさに公の

てきたように︑一度発した言葉はエネルギー

♥古代から言葉には
〝言霊〟
が宿ると言われ

も受けず入って来れます︒

ではなく︑ただ働きたいだけなのに︑それが

たいとか︑大金を稼ぎたいとか思っている訳

♥ガリヤ戦記︑面白かったです︒
特に︑出世し
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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

︵詳細は 25ページ！︶
︵スエコ 五十代 会社員︶
毎夜﹁千夜一夜物語﹂のように絵本の読み聞
α新書︶
﹈
︒

くさん飲めば︑ボケは寄りつかない
︵講談社＋

バリバリ
﹁生包み﹂
を食べ続けてること︒

かせをしているらしい︒
これがかなりの﹁癒

ただ今食傷気味なので︑黒オリーブ缶を食べ

♥私も仲間よ︒
雨が降ろうが風が吹こうが市

オでサイクルマシーンをこぐ人々を見ると︑
ていますが︑ビタミンＥのおかげか︑抗酸化
でも単に飲めばいいというわけではないよう

ちなみに私の美容法は１０代から欠かさず

﹁ゴクロウサン﹂とつい頭が下がったりして⁝
なのか︑
おかげで
﹁肌だけ若い！﹂
︒
です︒
興味あられる方はご一読を！

し﹂
になってるらしい！

風景変わるし︑天候・気候の変化をモロ受け
※この頃老眼で目のピントが合いにくいで

内の移動は自転車オンリー︒
渋滞が無いので

るからストレス吹っ飛ぶし︑ついでに筋肉つく
す︒
誰か視界クッキリ方法︑
教えてください︒

と服につくとシミになってとれませんが⁝︒
落とすほどの勢いで︑全身から
︵顔も︶
垢を擦

るか不安でいっぱいです︒
実際に同居されて

よって悪くなってしまうんですね︒
マイナス思

た︒
アメリカでは銃を手荷物や預かり荷物の

不思議なのは何回こんなことが起こっても︑

ガリヤ戦記が面白かった

本当の原因となる銃規制には言及されない

うに一生懸命︑何かに取組んでると︑思わぬ

むずかしいんですよね︒
でも︑長澤さんのよ

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。

約４時間

時間が読めるのも超アリガタイです︒
スタジ

し︒
︵ガーベラ ４０代 運開きアドバイザー︶

原因というか理由はわからないのですが︑昨
り落とすんですが︑そのキモチ良いことといっ

ひまし湯温しっぷ
いいですよ

年０．
４と０．
６だった視力が１．
５に復活し
たら⁝早い話ピーリングのようなものを十代

カゼかな？
⁝病は気から
気のせいです！

ま し た︒看 護 師 さ ん も 驚いていま し た︒な

でよく観るようになりました︒

で誰に票を入れるかです︒

とが始まる前にしか無いのです︒
つまり選挙

♥
﹁肌だけ若い！﹂なんて何も言うことない

いるかたのリアルな話を聞きたいです︒

トランプの罪は大統領選という公の︑まして

考の怖さはここにあります︒
レッツポジティブ

中に入れて︵いちおう弾は抜く︶旅行が可能

︵コタロ ３０代 会社員︶

思考！

です︒
今回は預り荷物受取り所のトイレで銃

︵キディ ４０代 会社員︶

ところで義母さまと同居ですか⁝でもコタロ

に弾を入れ︑トイレから出て無差別に撃った

や国政の場で︑醜いまでの利己主義と人種︑

様の性 分 な ら
〝気のせい〟
作 戦ってのがある

らしく︑因にこのエリアは一般人が何の検査

家試験〟
があったらいいですよね︒

じゃないですか︒
きっと楽しくやれますよ︒

文化であることです︒

方向から助けがありますね︒

銃規制は半数以上の国民が必要としている
のに︑
議員たちが銃関連の会社や全米銃連盟

◆あ⁝あ⁝ありがとうございます！

■受講の流れ
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これが私の㊙美容法・健康法
トランプさんが
与えてしまった
やっかいなお墨付き
◆久しぶりに帰国したら懐かしいガリヤを

︵ガリヤホームページから読める電子ブック

︵あっちょんぶりけ☆ ？代 専門職︶
戦時中は日本も︑戦争反対者であろうとな

員もそう︒
だから無理︒
かろうと同様に被害を受けました︒
国家規

︵無料︶
です︑
是非お読みください！

と癒着しています︒
共和党は勿論︑民主党議

模で起こることは︑一度起こってしまうと個

手にしましたので︑
私もちょっとひと言︒

Supremacy︵白人

プが選ばれてからアメリカはたいへんです︒

人の意志とは関係なく止められません︒
つま

皆さんとうにご存知でしょうけれど︑トラン

優位主義︶
〟って言うんですけど︑白人が優

筆・万年筆・ボールペンの３種から
選べます（プレゼント！）

︵２５ページ参照︶
︒

☎092-724-6147

〝White

位だと信じてる人たちがどんどん表に出て

り状況を変える唯一のチャンスは︑そんなこ

3,980円 ポッキリ

皆様のご意見・情報をお待ちいたします︒

来て有色人種を誹謗しているのをニュース

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

ダブル
200ml
1合
500ml

諦めていた〝ヘタ字〟を一流書道家が徹底改善︑まさにマジカル！
◀ボールペン書き
お手本
筆ペン書き
お手本▼

翌朝の残り酒にご注意を！
おかげで
仕事にも
自信がついた

高丘裕美先生

松石明子先生

指導担当の書道家

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！

上田ミチヨ
︵瑞女︶
先生

お申し込み・お問い合わせ

受付 / 平日
10:00~17:00

※睡眠時や体調によっては
さらに時間が
かかります。

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︒

マジカル書道
通信講座

お酒は、なかなか抜けません。二日酔い運転に注意！

➡
＝
＝
＝

そこで今回のテーマは…

福岡県警察本部交通企画課

＠fukkei̲Kkikaku

どうでもいいコトなんですが…
近ごろ、越冬する蚊が増えてますよね。
サテどんな健康法？

体重 が 60kgの人の
アルコール処理時間

ウイスキー
ワイン
日本酒
ビール

飲酒運転撲滅の取組等
交通安全に役立つ
情報を掲載

twitter 配信中！

啓蟄…土の中でホッコリ眠っていた虫たちが、
春の訪れを察知して、動き出します。
私たちもそろそろ、パワーア〜ップ！

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︒
思ったこと︑
感じたこと︑
メールや書簡で
自由に書き送ってください︒

を餃子みたいに折ると︑体がポカポカしてき

体が軽くなった気がします︒
起きがけに両耳

◆朝は１０分だけラジオ体操をしています︒

餃子耳でポカポカ

や免疫機能を高めて︑なんと﹁体への効果・

溜まった毒素を排泄することで自然治癒力

ましゆの温湿布効果って凄いんですね！体に

♥ちょっと気になって調べてみたんですが︑ひ

ぜ？
︵けろよん ３０代 会社員︶

癒されぬ者ナシ︒

絵本の読み聞かせは凄い！その愛のチカラに

実感します︒

がら︵入浴法は洋式︶﹁今日も生きてるぅ﹂
って

からずっとやってきてたわけですね︒
一日の激

♥〝耳餃子〟
は簡単そうだったので早速トラ
ところで視力の短期劇的改善のほうは︑いっ

果・ダイエット効果⁝などなどなどなど⁝︒
です︒
認知症にならない為にも水分はかかせ

◆１日に水を１５００ＣＣ飲むことが目標

水が認知症予防？

務を終え︑湯船にポッコリ浮いた垢を眺めな

て︑
目覚めが良いです︒
効能は無限﹂
とか︒
便秘解消・免疫機能向上・

イしてみました︒
ほんとうに首のあたりから
たい何が効いたんでしょう？もしや︑
ひましゆ
ません︒

血行促進・アトピー性皮膚炎改善・美肌効

︵くま 四十代 会社員︶

すぐポカポカしてくるんですね︒
時も場所も
十年歴のオマケ？

なって調べてみたら︑こんな本も出てるんです

なる︵かもしれない︶なんて初耳でした！気に

♥水分を充分に摂ることが認知症の予防に

主婦︶

病院とか老人ホームとかも紹介してほしい︒

高齢化社会になりつつあるので︑おすすめの

選ばずチョコチョコやれる⁝三日坊主の私に

︵なぎさ ６０代

自転車に勝る運動なし

はピッタリの健康法です︒

夜な夜なの
絵本の読み聞かせが
夫を救っている
♥私の友人のご主人は︑仕事柄神経を張り
ね︒
﹇認知症は水で治る︵ポプラ社︶
﹈
﹇水をた

◆往復約二時間の自転車通勤︒
これで運動
している気になっています︒
詰めているので︑友人はそんな夫の為に毎夜

すよ！ただ︑油がベタベタして手間がかるの

愛用していますが︑副作用もないし︑いいで

し湯温しっぷ﹂でまかなっています︒
十年以上

◇風邪をひいたり微妙な体調の時は︑
﹁ひま

レイドアップ！鍋底にへばりついたコゲを擦り

ます︒
それが最近なんと︑〝亀の子タワシ〟
にグ

ずっと
〝アカスリタオル〟
のお世話になってい

が⁝︵ビックリしますよ︶
︒
実は十代の頃から

じゃないですか⁝ちなみに私の肌美容法です

義母と同居を検討中︒
どんな問題が待ってい

てます︒
病は気から
︵笑︶

だから薬も飲まず︑いつのまにか治ったりし

うにしています︒
気のせいだから何ともない︒

◆カゼかな？と思ったら﹁気のせい﹂と思うよ

本来良い状態にあるべきものが︑思い込みに

ちなみに注意すべきはノーシーボ効果です︒

の実験で証明されています︒

のほうが逃げて行ってくれるというのは︑数々

ね︒
元気だと思い込んでいる人は何故か病気

♥プラシーボ効 果つまり暗 示のチカラです

フロリダでまた︑銃乱射事件が起こりまし

与えたことだと思います︒

言えなかった人たちにまで︑そのお墨付きを

これ迄はさすがに恥ずかしくって人前では

ます︒
おかげで人種差別や利己的主張など︑

をねじ曲げた言葉を羅列したことだと思い

宗教による差別を貫き︑幼稚な言葉で真実

思うに⁝政治家にも︑能力や適性を計る
〝国

まき散らした言葉の回収まではムリ︒

後彼が良い変化を遂げていったとしても︑
一度

場所から負の言葉〟
をまき散らしました︒
今

を伴って拡散します︒
確かに︑彼はまさに公の

てきたように︑一度発した言葉はエネルギー

♥古代から言葉には
〝言霊〟
が宿ると言われ

も受けず入って来れます︒

ではなく︑ただ働きたいだけなのに︑それが

たいとか︑大金を稼ぎたいとか思っている訳

♥ガリヤ戦記︑面白かったです︒
特に︑出世し
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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

︵詳細は 25ページ！︶
︵スエコ 五十代 会社員︶
毎夜﹁千夜一夜物語﹂のように絵本の読み聞
α新書︶
﹈
︒

くさん飲めば︑ボケは寄りつかない
︵講談社＋

バリバリ
﹁生包み﹂
を食べ続けてること︒

かせをしているらしい︒
これがかなりの﹁癒

ただ今食傷気味なので︑黒オリーブ缶を食べ

♥私も仲間よ︒
雨が降ろうが風が吹こうが市

オでサイクルマシーンをこぐ人々を見ると︑
ていますが︑ビタミンＥのおかげか︑抗酸化
でも単に飲めばいいというわけではないよう

ちなみに私の美容法は１０代から欠かさず

﹁ゴクロウサン﹂とつい頭が下がったりして⁝
なのか︑
おかげで
﹁肌だけ若い！﹂
︒
です︒
興味あられる方はご一読を！

し﹂
になってるらしい！

風景変わるし︑天候・気候の変化をモロ受け
※この頃老眼で目のピントが合いにくいで

内の移動は自転車オンリー︒
渋滞が無いので

るからストレス吹っ飛ぶし︑ついでに筋肉つく
す︒
誰か視界クッキリ方法︑
教えてください︒

と服につくとシミになってとれませんが⁝︒
落とすほどの勢いで︑全身から
︵顔も︶
垢を擦

るか不安でいっぱいです︒
実際に同居されて

よって悪くなってしまうんですね︒
マイナス思

た︒
アメリカでは銃を手荷物や預かり荷物の

不思議なのは何回こんなことが起こっても︑

ガリヤ戦記が面白かった

本当の原因となる銃規制には言及されない

うに一生懸命︑何かに取組んでると︑思わぬ

むずかしいんですよね︒
でも︑長澤さんのよ

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。

約４時間

時間が読めるのも超アリガタイです︒
スタジ

し︒
︵ガーベラ ４０代 運開きアドバイザー︶

原因というか理由はわからないのですが︑昨
り落とすんですが︑そのキモチ良いことといっ

ひまし湯温しっぷ
いいですよ

年０．
４と０．
６だった視力が１．
５に復活し
たら⁝早い話ピーリングのようなものを十代

カゼかな？
⁝病は気から
気のせいです！

ま し た︒看 護 師 さ ん も 驚いていま し た︒な

でよく観るようになりました︒

で誰に票を入れるかです︒

とが始まる前にしか無いのです︒
つまり選挙

♥
﹁肌だけ若い！﹂なんて何も言うことない

いるかたのリアルな話を聞きたいです︒

トランプの罪は大統領選という公の︑まして

考の怖さはここにあります︒
レッツポジティブ

中に入れて︵いちおう弾は抜く︶旅行が可能

︵コタロ ３０代 会社員︶

思考！

です︒
今回は預り荷物受取り所のトイレで銃

︵キディ ４０代 会社員︶

ところで義母さまと同居ですか⁝でもコタロ

に弾を入れ︑トイレから出て無差別に撃った

や国政の場で︑醜いまでの利己主義と人種︑

様の性 分 な ら
〝気のせい〟
作 戦ってのがある

らしく︑因にこのエリアは一般人が何の検査

家試験〟
があったらいいですよね︒

じゃないですか︒
きっと楽しくやれますよ︒

文化であることです︒

方向から助けがありますね︒

銃規制は半数以上の国民が必要としている
のに︑
議員たちが銃関連の会社や全米銃連盟

◆あ⁝あ⁝ありがとうございます！

■受講の流れ
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これが私の㊙美容法・健康法
トランプさんが
与えてしまった
やっかいなお墨付き
◆久しぶりに帰国したら懐かしいガリヤを

︵ガリヤホームページから読める電子ブック

︵あっちょんぶりけ☆ ？代 専門職︶
戦時中は日本も︑戦争反対者であろうとな

員もそう︒
だから無理︒
かろうと同様に被害を受けました︒
国家規

︵無料︶
です︑
是非お読みください！

と癒着しています︒
共和党は勿論︑民主党議

模で起こることは︑一度起こってしまうと個

手にしましたので︑
私もちょっとひと言︒

Supremacy︵白人

プが選ばれてからアメリカはたいへんです︒

人の意志とは関係なく止められません︒
つま

皆さんとうにご存知でしょうけれど︑トラン

優位主義︶
〟って言うんですけど︑白人が優

筆・万年筆・ボールペンの３種から
選べます（プレゼント！）

︵２５ページ参照︶
︒

☎092-724-6147

〝White

位だと信じてる人たちがどんどん表に出て

り状況を変える唯一のチャンスは︑そんなこ

3,980円 ポッキリ

皆様のご意見・情報をお待ちいたします︒

来て有色人種を誹謗しているのをニュース

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

ダブル
200ml
1合
500ml

諦めていた〝ヘタ字〟を一流書道家が徹底改善︑まさにマジカル！
◀ボールペン書き
お手本
筆ペン書き
お手本▼

翌朝の残り酒にご注意を！
おかげで
仕事にも
自信がついた

高丘裕美先生

松石明子先生

指導担当の書道家

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！

上田ミチヨ
︵瑞女︶
先生

お申し込み・お問い合わせ

受付 / 平日
10:00~17:00

※睡眠時や体調によっては
さらに時間が
かかります。

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︒

マジカル書道
通信講座

お酒は、なかなか抜けません。二日酔い運転に注意！

➡
＝
＝
＝

そこで今回のテーマは…

福岡県警察本部交通企画課

＠fukkei̲Kkikaku

どうでもいいコトなんですが…
近ごろ、越冬する蚊が増えてますよね。
サテどんな健康法？

体重 が 60kgの人の
アルコール処理時間

ウイスキー
ワイン
日本酒
ビール

飲酒運転撲滅の取組等
交通安全に役立つ
情報を掲載

twitter 配信中！

啓蟄…土の中でホッコリ眠っていた虫たちが、
春の訪れを察知して、動き出します。
私たちもそろそろ、パワーア〜ップ！

Present

& Information
D

6,600 円（税込）

鶏むね肉に豊富に含まれるイミ
「手の込んだ料理を作る暇が無い…
ダゾールジペプチドという成分
でも美味しい料理を食べさせたい！」
は、抗疲労やアンチエイジング、 …そんな主婦（博多在住）
たちの切な
自律神経を整える効果がありま
る想いから誕生した、
まさにマジカル
す。そのうえ安価で毎日の食卓
なスパイスです。
グラニュール（顆粒）
に取り入れやすい！そんな鶏む
状のシベリア岩塩の他、数十種のス
ね肉の美味しくて簡単なレシピ
パイスが絶妙なバランスで配合さ
を人気フランス料理店の荻野伸
れ、和・洋・中どんな料理も達人の味
也氏が考案。超多忙な仕事と併
わいに。
「簡単！便利！美味しい！」
と三
行して日々トレーニングを積む
拍子揃った美食家必携アイテムです。
シェフが教える、イキイキライ
マジカルスパイス公式サイト
フのためのレシピ集です。

神様に捧げた食べ物やお酒、お塩を
アズ漢方美容サロン開発によるオリ 「撤下神饌（てっかしんせん）」
と呼び
ジナルコスメ。
ザラつきのないツルツ
ますが、そのおさがりを食べることを
ル美肌・ハリ・美白・保湿効果を発揮 「直会（なおらい）」
と言い、昔からとて
しながら、
お肌に必要な油分・水分は
も貴重なことと考えられています。神
そのままに、
メイクや肌の汚れ、古い
様に捧げたものを食べる行為は神様
角質だけをやさしく落とし、潤いを与
と食事を共にすることであり、神様と
えてくれる贅沢なクレンジングです。 繋がるという意味があるのです。役者
ニキビ肌の方や肌の弱い方でも安心
さんなどは神饌の生米をひと粒噛ん
してお使いいただけるスグレもので
で舞台に臨んだり、災害除けのお守り
す。
として使われる方がいたり…。

提供：アズ漢方美容サロン

◀香味麻辣味 ビン 45g

◀博多明太子味 ビン 55g

御神米

炊いて
頂いてください︒

御神塩

持ち歩いたり舐めたり
気になる所に撒いたり…

◀マジカルスパイス ビン 60g

C

B

A

提供：櫻庵幸縁（月暦担当）

提供：柴田書店

提供：株式会社ライフテック

【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：3 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。

鶏むね肉を使った料理がアスリートの立場
から紹介されるという︑とても興味深い一
冊に出会いました︒
鶏肉料理と言えば〝唐揚げ〟しか浮かばない
ような貴方であれば︑衝撃の一冊となるこ
とはまず︑間違いありません︒
そこで︑この本の制作を栄養面から支 えた
山下圭子さんにお話をうかがったところ︑
﹁おすすめしたいのは高齢者の方です！﹂
と
…は サ
…テ︑いかに？

≪著者紹介≫

アスリートシェフの

荻野 伸也

チキンブレストレシピ

2007 年東京・池尻にフレンチレ
ストラン OGINO 開 店 。その後
「パテドカンパーニュ」を主軸と
したオンラインショ ッピング を
開始 。注文対応に食肉加工工場
を開業。2012 年、代官山のデリ
カテッセン開店（ 現在閉店 ）を
皮きりに、関東中心に OGINO の
セカンドライン「TABLE OGINO」
を展開。
栄養指導・栄養計算
管理栄養士 山下圭子
福岡女子大学卒業後、料理研究
家村上祥子氏に師事。現在は福
岡市の（株）日立愛博ヒューマ
ンサポート「有料老人ホーム
フィランソレイユ笹丘」に勤務。
本書では栄養計算やコラム執筆。

鶏むね肉でボディメイク！
理想のカラダを手に入れよう !

定価：本体 1,300 円 + 税 発行：柴田書店 TEL03-5816-8282

Intervewまさに高齢化社会のお役立ち本です

（山下）
Ｇ 執筆協力のきっかけは？

山下〝チキンブレストレシピ〟はスポーツ

栄養学的な本ですから︑若い方だけかと思

われがちです︒ところが〝介護予防〟とい

う観点から読んでいきますと︑まさに高齢

者にお役立ちの本なんですね︒代謝を良く

したり︑衰えていく筋力を維持したり と
…︑
とにかく利用価値の高い内容に仕上がって

います︒私自身の勤め先が高齢者施設とい

うこともあり︑この本にはそんな繋がりを

感じて︑チャレンジいたしました︒

Ｇ 読めばますます長生きとか？

山下 いくら長生きされても︑本当に大切

なのは〝健康寿命〟です︒そこで求められ

るのは足腰の丈夫さです︒足腰さえキチン

としていればトイレなどの日常的なことは

独りで営めますし︑外出も独りで楽しめま

す︒

Ｇ つまり食事プラス運動ですね？

山下 もちろん運動も大切ですが ま
…ず日
頃から〝正しい姿勢を保つ〟よう習慣づけ

られてはいかがでしょう︒姿勢を保つため

にもけっこうな〝骨や筋肉の力〟が要りま

すから︑これもひとつの運動なんですよ︒

〝軸〟を強めることで体のバランスが整い

ます︒そこを意識してやってみてください︒

Ｇ 若い方にもひと言︒

山下 もちろん若い方にもおすすめしま

す︒
﹁まさか自分が﹂って思われるでしょ

うが︑いずれは高齢者になりますから︒
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ガリヤ

郵送の方

早春号

①ご希望のプレゼント

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。

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心に響いたこと（何でもいいんですよ、日常のちょっ

⑨ガリヤをどこで入手しましたか？（複数回答可）

とした出来事からグローバルな出来事まで）お書
きください。

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、何でもお書きください。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

たとえばオデコの横ジワ
原因は…目。
原因と対応を知りましょう！
2月-3月号

092-472-5775

Ｇ 原因は欲張りってこと？

した︑もうちょっと自然な感じに﹂
て言う

田原 アバター顔になって﹁やり過ぎま

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

Ｇ マブタリフト︑
エラい！

て来る人も︑
多かったもんね⁝︒

ジワが消えるけん﹂って表情ば作る筋肉

田原 そげんたい︒
ボトックスでも﹁表情

のアッチコッチに打っとったり︑
﹁小顔に

田原 なんかんらし︑何事にも原因はあ
と 対 応 し た ら よ か と︒
更年期障やらも

るっちゃけん︑きちんと見極めてきちっ

たり︒

Ｇ ヒアルロン酸なら取り出せますよね︒

せめて純粋な
ヒアルロン酸なら

とか﹁疲れやすい﹂とか﹁鬱病のごとなっ

Ｇ なんと︑
ボトックスまで過剰注入︒

田 原 そ れ が た い︒純 粋 ヒ ア ル ロ ン 酸

なるけん﹂
て︑顔全体に打ってしまっとっ

た﹂
とか色んな症状があるっちゃけど︑原

かんとに︑幽霊みたいにマッタク表情が

田原 せめて軽い笑顔くらい作れんとい

﹁すぐポッポする﹂
とか
﹁汗がドッと出る﹂

とばパッと見つけて︑スグ通行止めして︑

ぱホルモン療法たい︒
いちいち対症療法

因は女性ホルモンの減少やけんね︑やっ

Ｇ して︑
その対応は？

田原 いや︑日本でも危ないごた︒﹁お試

Ｇ それって海外手術でしょ？

あるとよ︒

ど︑色々混ざっとってワケワカランとも

やったら綺麗に溶けるけんいいっちゃけ

んね︑四ヶ月くらい待っとき﹂
って言うて

たら︑
﹁ボトックスが挙筋に入って目が開

しキャンペーンやけん﹂て誘われて行っ

田原 ﹁ボトックスは半年で元に戻るけ

い﹂
て言うて来る︒

出らんごとなって﹁なんとかしてくださ

後の対応も迅速やったろうが︒
早めに原

︵それぞれの症状を軽減する為の治療︶
やらしよってん︑
間尺合わん︒

ホッペにタコ焼き？

やる︒

G どんな？

けんね︒
ヒアルロン酸やら﹁わからんよう

田原 注入って意外と止まらんごとなる

つとも必要最小限やったらよかと︒

とやったらすごくいいと︒
ボトックス打

田原 ヒアルロン酸も必要最小限で使う

Ｇ 対応の間違いってことですね⁝︒

田原 眉ば上げて︑目ばムリに開けよう

田原 不自然な顔になっとうとが一見し

に﹂て最初は遠慮がちにするっちゃけど︑

との原因は目やけん︑そっから先になお

かんごとなった﹂
︑
て来た人もおったし⁝︒

けん︑
シワになると︒

ただけで判るっちゃもん︒

﹁前より良くなったウレシイ！﹂て思うや

手術〟で来んしゃった人も多かったし︒

Ｇ なるほど︑
気をつけよう︒

田原 マブタのタルミとかカラスのアシ

G 不自然な顔って？

ないか︒
そしたらだんだん欲が出てきて︑

田 原 そ う たい ね ⁝ 去 年 は〝や り 直 し

田原 ばってん歳とってきたら気をつけ

アトが妙にむくんどった人︑ゴルゴライ

すか︑
希望を満たすなら︒

Ｇ ていうか︑始めからオペじゃないで

さないかんと︒

てもおられんやろ︒
だんだんマブタが垂

ン取るつもりやったら頬骨がタコ焼きの

い﹂て︒
鼻したらまた﹁凄く良くなったけ

﹁よかったけん鼻もちょっとしてくださ

モト以上をとれ！

れてくるけん︑
視野の狭もなろうが︒

ごと ポコッと出 とった人︑ア ゴが太 う

﹁もうちょっと﹂で
アバター顔に

G 危ない︒

なってシャクレとった人︑横に広がって

Ｇ オデコのシワだけじゃなく︑事故ま

田原 そげんたい︒

Ｇ 対応は⁝マブタのリフト？

運転やらしよう人は特に︒

田原 ムリにでも開けな危なかろうが︒

Ｇ ムリに開けなきゃいいんだ︒

張って二重の幅ば広うしたら︑かえって

田 原 ヒ ア ル ロ ン 酸 だ け や な か と︒欲

Ｇ 原因はヒアルロン酸の過剰注入？

盛り上がって凸凹になっとった人⁝︒

になっとった人︑シワの溝が土手のごと

顔が扁平になっとった人︑ブルドック顔

Ｇ はい︑
マイナーチェンジですね︒

田原 今の人は〝アバター顔〟て言うた

Ｇ 前回はたしか⁝ビーナス鼻って︒

田原 額と鼻が一直線やろが︒

Ｇ アバターって⁝映画の？

が積み重なってアバターになると︒

ん︑もうちょっとしてください﹂て︒
それ

んね︑
〝モト以上〟いうとはソコにあると︒

田原 仕事やら人間関係やら自信つくけ

欲張り⁝ですもん︒

Ｇ 取るならモト以上ですよ︒
だって⁝

とやったらモトとらなね︒

れる⁝やっぱ︑せっかくお金払ってする

か︑
﹁２０年損しました﹂とかはよう言わ

田原 そうたいね⁝﹁遠回りしました﹂と

編集営業部☎ 092・751・3778

ほうがわかりやすかろ？

編集人／長澤由起子

目が開いとらんごとなってねぶりかぶっ
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田原 うん︒

No.

11

で防ぐ？

田原 足りんやったらオペたい︒

Ｇ そんなんじゃ︑
欲が出ちゃいそう⁝︒

理にパチッて開けよとするったい︒

田原 やけん見えるごと眉も上げて︑無

Ｇ どういうことですか？

たらオデコばっか治してもダメ︒
おおも

田原 対応がたい︒
オデコの横ジワやっ

Ｇ シワも⁝穴ってことですか？

田原 シワとかでも同んなじたい︒

Ｇ 現場の人たち︑
エラい！

田原 いいや︑水と砂が流れ込んできた

vol.11
(通巻vol.301）

因ば見極めたとがよかったよね︒

でしょ︑
怖くなかったですか？

Ｇ 先生んとこのビルって〝穴〟の近く

オデコの横ジワ
原因はなんと目

田原 俊逸
田原形成クリニック院長

福岡市博多区博多駅前3-16-13（※木曜休診）

田原のおじゃまクリニック
Dr.

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！
！

